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はじめに

ここでは、『Cisco IOS Software Configuration Guide』Release 12.2(33)SXH and Later Releases の対象
読者および手順や情報を記述するための表記法について説明します。

対象読者
このマニュアルは、Cisco IOS Software Release 12.2SX でサポートされるスイッチの設定およびメ
ンテナンスを担当する、経験豊富なネットワーク管理者を対象としています。

関連資料
Cisco IOS Software Release 12.2SX の関連資料は、次のとおりです。

 • 『Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide』 
 • 『Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide』
 • 『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
 • 『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS System Message Guide』Release 12.2SXH
 • 『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』
 • Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンス — 他のマニュアルで

説明されていない Cisco IOS ソフトウェア機能を設定する場合には、次のマニュアルを使用
してください。

 – 『Configuration Fundamentals Configuration Guide』
 – 『Configuration Fundamentals Command Reference』
 – 『Bridging and IBM Networking Configuration Guide』
 – 『Bridging and IBM Networking Command Reference』
 – 『Interface Configuration Guide』
 – 『Interface Command Reference』
 – 『Network Protocols Configuration Guide』Part 1、2、3
 – 『Network Protocols Command Reference』Part 1、2、3
 – 『Security Configuration Guide』
 – 『Security Command Reference』
 – 『Switching Services Configuration Guide』
 – 『Switching Services Command Reference』
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表記法
 – 『Voice, Video, and Home Applications Configuration Guide』
 – 『Voice, Video, and Home Applications Command Reference』
 – 『Software Command Summary』
 – 『Software System Error Messages』
 – 『Debug Command Reference』
 – 『Internetwork Design Guide』
 – 『Internetwork Troubleshooting Guide』
 – 『Configuration Builder Getting Started Guide』
Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスは、次の URL から入
手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/index.htm

 • MIB（management information base; 管理情報ベース）については、次の URL を参照してくだ
さい。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記 説明

太字 コマンド、コマンド オプションおよびキーワードは太字で示してい
ます。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

{ x | y | z } 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

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

ストリング 引用符を付けない一組の文字。ストリングの前後には引用符を使用
しません。引用符を使用すると、その引用符も含めてストリングと
みなされます。

screen フォント システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォント
で示しています。

太字の screen フォ
ント

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで
示しています。

イタリック体の 
screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示
しています。

このポインタは、例の中の重要な行を強調しています。

^ ^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D と
いうキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すこと
を意味します。

<   > パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ（< >）で囲ん
で示しています。
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン  
（注）は、次のように表しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい
ます。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、および
セキュリティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリティ ガ
イドライン、推奨されるエイリアス、および一般的なシスコのマニュアルの情報については、次
の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。

『What's New in Cisco Product Documentation』には、シスコの新規および改訂版の技術マニュアル
の一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のド
キュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスして
ください。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サ
イトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。
ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行っ
てください。

http://www.cisco.com/jp/register/
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C H A P T E R1

製品の概要

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • サポートされるハードウェアおよびソフトウェア（p.1-1）
 • ユーザ インターフェイス（p.1-5）
 • 組み込み CiscoView サポートの設定（p.1-5）
 • PFC および DFC によりハードウェアでサポートされるソフトウェア機能（p.1-7）

サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
Cisco IOS Software Release 12.2SX がサポートするシャーシ、モジュール、およびソフトウェア機
能の詳細については、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』を参照し
てください。

http://preview.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/release/notes/ol_14271.html

ここでは、スーパーバイザ エンジンのポートおよびフラッシュ メモリ デバイスについて説明し
ます。

 • Supervisor Engine 720-10GE のメモリ デバイスおよびポートの概要（p.1-1）
 • Supervisor Engine 720 のメモリ デバイスおよびポートの概要（p.1-2）
 • Supervisor Engine 32 のメモリ デバイスおよびポートの概要（p.1-3）
 • ME 6500 のフラッシュ メモリ デバイスおよびポートの概要（p.1-4）

Supervisor Engine 720-10GE のメモリ デバイスおよびポートの概
要

ここでは、Supervisor Engine 720-10GE のメモリ デバイスおよびポートについて説明します。

 • Supervisor Engine 720-10GE のフラッシュ メモリ デバイス（p.1-2）
 • Supervisor Engine 720-10GE のポート（p.1-2）
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第 1 章      製品の概要        

サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
Supervisor Engine 720-10GE のフラッシュ メモリ デバイス

Supervisor Engine 720-10GE は、次のフラッシュ メモリ デバイスを搭載しています。

 • disk0:（アクティブ）および slavedisk0:（スタンバイ）：

 – 外部 CompactFlash Type II スロット 
 – 米国シスコシステムズ社で販売されている CompactFlash Type II フラッシュ PC カードを

サポート

 • sup-bootdisk:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – Switch Processor（SP; スイッチ プロセッサ） 1 GB 内部 CompactFlash フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON では bootdisk: 
 – Route Processor（RP; ルート プロセッサ）ROMMON からはアクセス不可

 • bootflash:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – RP 64 MB 内部フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON からはアクセス不可

Supervisor Engine 720-10GE のポート

Supervisor Engine 720-10GE は、次のポートを搭載しています。

 • コンソール ポート — EIA/TIA-232（RS-232）ポート

 • ポート 1 およびポート 2
 – ギガビット イーサネット SFP（光ファイバまたは 10/100/1000 Mbps RJ-45）
 – ファスト イーサネット SFP：

 • ポート 3 — 10/100/1000 Mbps RJ-45
 • ポート 4 およびポート 5 — 10 ギガビット イーサネット× 2 

（注） mls qos 10g-only グローバル コンフィギュレーション コマンドで 1 ギガビット イーサネット ポー
トをディセーブルにした場合を除き、1 ギガビット イーサネット ポートと 10 ギガビット イーサ
ネット ポートの QoS（Quality of Service）ポート アーキテクチャは同じです（2q4t/1p3q4t）。1 ギ
ガビット イーサネット ポートをディセーブルにした場合、10 ギガビット イーサネット ポートの 
QoS ポート アーキテクチャは 8q4t/1p7q4t です。

ポート設定の詳細については、「オプションのインターフェイス機能の設定」（p.8-6）を参照して
ください。

Supervisor Engine 720 のメモリ デバイスおよびポートの概要

ここでは、Supervisor Engine 720 のメモリ デバイスおよびポートについて説明します。

 • Supervisor Engine 720 のフラッシュ メモリ デバイス（p.1-2）
 • Supervisor Engine 720 のポートの設定（p.1-3）

Supervisor Engine 720 のフラッシュ メモリ デバイス

Supervisor Engine 720 は、次のフラッシュ メモリ デバイスを搭載しています。

 • disk0: および disk1:（アクティブ）および slavedisk0: および slavedisk1:（スタンバイ）：

 – 外部 CompactFlash Type II スロット 
1-2
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 1 章      製品の概要

サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
 – 米国シスコシステムズ社で販売されている CompactFlash Type II フラッシュ PC カードを
サポート

 • sup-bootflash:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – SP 64 MB 内部フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON では bootflash: 
 – RP ROMMON からはアクセス不可

 • WS-CF-UPG= の場合、sup-bootdisk:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバ
イ）：

 – SP 512 MB 内部 CompactFlash フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON では bootdisk: 
 – RP ROMMON からはアクセス不可

 – 次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/cfgnotes/78_17277.htm

 • bootflash:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – RP 64 MB 内部フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON からはアクセス不可

Supervisor Engine 720 のポートの設定

Supervisor Engine 720 は、次のポートを搭載しています。

 • ポート 1 — 着脱可能小型フォーム ファクタ (SFP)。固有の設定オプションなし

 • ポート 2 — RJ-45 コネクタおよび SFP コネクタ（デフォルト）。RJ-45 コネクタを使用するに
は、設定を変更する必要があります。

Supervisor Engine 720 のポート 2 を設定して、RJ-45 コネクタまたは SFP コネクタを使用する
には、次の作業を行います。

次に、スロット 5 の Supervisor Engine 720 のポート 2 を RJ-45 コネクタを使用するように設定
する例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 5/2
Router(config-if)# media-type rj45

ポート設定の詳細については、「オプションのインターフェイス機能の設定」（p.8-6）を参照して
ください。

Supervisor Engine 32 のメモリ デバイスおよびポートの概要 
ここでは、Supervisor Engine 32 のメモリ デバイスおよびポートについて説明します。

 • Supervisor Engine 32 のフラッシュ メモリ デバイス（p.1-4）
 • Supervisor Engine 32 のポート（p.1-4）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface gigabitethernet slot/2 設定するイーサネット ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# media-type {rj45 | sfp} 使用するコネクタを選択します。

Router(config-if)# no media-type デフォルト設定（SFP）に戻します。
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サポートされるハードウェアおよびソフトウェア
（注） Supervisor Engine 32 は、スイッチ ファブリック接続をサポートしていません。

Supervisor Engine 32 のフラッシュ メモリ デバイス

Supervisor Engine 32 は、次のフラッシュ メモリ デバイスを搭載しています。

 • disk0:（アクティブ）および slavedisk0:（スタンバイ）：

 – 外部 CompactFlash Type II スロット 
 – 米国シスコシステムズ社で販売されている CompactFlash Type II フラッシュ PC カードを

サポート

 • sup-bootdisk:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – SP 256 MB 内部 CompactFlash フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON では bootdisk: 
 – RP ROMMON からはアクセス不可

 • bootflash:（アクティブ）および slavesup-bootflash:（スタンバイ）：

 – RP 64 MB 内部フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON からはアクセス不可

Supervisor Engine 32 のポート

Supervisor Engine 32 は、次のポートを搭載しています。

 • コンソール ポート — EIA/TIA-232（RS-232）ポート

 • Universal Serial Bus（USB）2.0 ポート× 2 — 将来対応予定

 • WS-SUP32-GE-3B

 – ポート 1 ～ 8 — SFP
 – ポート 9 — 10/100/1000 Mbps RJ-45

 • WS-SUP32-10GE

 – ポート 1 およびポート 2 — 10 ギガビット イーサネット XENPAK
 – ポート 3 — 10/100/1000 Mbps RJ-45

ポート設定の詳細については、「オプションのインターフェイス機能の設定」（p.8-6）を参照して
ください。

ME 6500 のフラッシュ メモリ デバイスおよびポートの概要 
ここでは、Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチのメモリ デバイスおよびポートについ
て説明します。

 • ME 6500 のフラッシュ メモリ デバイス（p.1-4）
 • ME 6500 のポート（p.1-5）

ME 6500 のフラッシュ メモリ デバイス

ME 6500 は、次のフラッシュ メモリ デバイスを搭載しています。

 • disk0:

 – 外部 CompactFlash Type II スロット× 1
1-4
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 1 章      製品の概要

ユーザ インターフェイス 
 – CompactFlash Type II フラッシュ PC カードをサポート

 • sup-bootflash: 

 – SP 128 MB CompactFlash フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON では bootflash: 
 – RP ROMMON からはアクセス不可

 • bootflash: 

 – RP 64 MB 内部フラッシュ メモリ

 – SP ROMMON からはアクセス不可

ME 6500 のポート

ME 6500 は、次のポートを搭載しています。

 • ME-C6524GS-8S および ME-C6524GT-8S
 – ポート 25 ～ 32：ギガビット イーサネット SFP 
 – ギガビット イーサネット SFP が必要

 • ME-C6524GS-8S

 – ポート 1 ～ 24：ギガビット イーサネット SFP
 – ギガビット イーサネット SFP が必要

 • ME-C6524GT-8S — ポート 1 ～ 24：10/100/1000 Mbps RJ-45 イーサネット ポート

ユーザ インターフェイス
Release 12.2SX では、次のインターフェイスを使用する設定をサポートします。

 • Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス） — 第 2 章「CLI」 を参照して
ください。

 • Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル） — 次の URL 
にある Release 12.2 の『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』および

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/index.htm

 • Cisco IOS Web ブラウザ インターフェイス — 次の URL にある『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Configuration Guide』の「Using the Cisco Web Browser」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/ffcprt1/fcf005.htm

 • 組み込み CiscoView — 「組み込み CiscoView サポートの設定」（p.1-5）を参照してください。

組み込み CiscoView サポートの設定
ここでは、組み込み CiscoView サポートの設定について説明します。

 • 組み込み CiscoView の概要（p.1-6）
 • 組み込み CiscoView のインストールおよび設定（p.1-6）
 • 組み込み CiscoView 情報の表示（p.1-7）
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組み込み CiscoView サポートの設定
組み込み CiscoView の概要

組み込み CiscoView NMS（network management system; ネットワーク管理システム）とは、スイッ
チのグラフィック表示と、Graphical User Interface（GUI; グラフィカル ユーザ インターフェイス）
ベースの管理およびコンフィギュレーション インターフェイスを提供するために、HTTP および 
SNMP を使用する Web ベースのインターフェイスです。次の URL にある組み込み CiscoView の 
JAR ファイルをダウンロードできます。 

http://www.cisco.com/cgi-bin/Software/CiscoView/cvplanner.cgi

組み込み CiscoView のインストールおよび設定

組み込み CiscoView をインストールするには、次の作業を行います。

（注） スイッチの Web ページにアクセスするデフォルト パスワードは、スイッチのイネーブル レベル 
パスワードです。

スイッチへの Web アクセスの詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Configuration Guide』の「Using the Cisco Web Browser」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/ffcprt1/fcf005.htm

コマンド 目的

ステップ 1 Router# dir device_name 装置の内容を表示します。

はじめて組み込み CiscoView をインストールする
場合、または CiscoView ディレクトリが空の場
合、ステップ 4 へスキップします。

ステップ 2 Router# delete device_name:cv/* CiscoView ディレクトリから既存のファイルを削
除します。

ステップ 3 Router# squeeze device_name: ファイルシステム内にスペースを確保します。

ステップ 4 Router# archive tar /xtract tftp:// 
ip_address_of_tftp_server/ciscoview.tar 
device_name:cv 

TFTP サーバ上の tar ファイルから CiscoView ディ
レクトリに、CiscoView ファイルを抽出します。

ステップ 5 Router# dir device_name: 装置の内容を表示します。

冗長構成では、冗長スーパーバイザ エンジンの
ファイル システムごとに ステップ 1 ～ ステップ 5 
を繰り返します。

ステップ 6 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 7 Router(config)# ip http server HTTP Web サーバをイネーブルにします。

ステップ 8 Router(config)# snmp-server community string ro 読み取り専用操作用に、SNMP パスワードを設定
します。

ステップ 9 Router(config)# snmp-server community string rw 読み取りおよび書き込み操作用に、SNMP パス
ワードを設定します。
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組み込み CiscoView 情報の表示

組み込み CiscoView 情報を表示するには、次の EXEC コマンドを入力します。

PFC および DFC によりハードウェアでサポートされる
ソフトウェア機能 

PFC3 および DFC3 は、Cisco IOS ソフトウェア機能に次のハードウェア サポートを提供します。

レイヤ 3 ポートおよび VLAN インターフェイスの Access Control List（ACL; アクセス コントロー
ル リスト）

 – 入出力方向の標準 ACL および拡張 ACL の許可および拒否アクション 

（注） ACL ロギングを必要とするフローは RP のソフトウェアで処理されます。

 – MPLS インターフェイス以外でのリフレクシブ ACL フロー（セッション内の 初のパ
ケットが RP のソフトウェアで処理されたあとのフロー） 

 – ダイナミック ACL フロー 

（注） アイドル タイムアウトは RP のソフトウェアで処理されます。

ACL の PFC および DFC サポートの詳細については、第 42 章「Cisco IOS ACL サポートの概
要」 を参照してください。

ACL 設定の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Security Configuration Guide』
Release 12.2 の「Traffic Filtering and Firewalls」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/ftrafwl/index.htm

 • ハードウェアの双方向 Protocol Independent Multicast（PIM） — 「IPv4 双方向 PIM の概要」
（p.31-7）を参照してください。

 • IPv4 Multicast over Point-to-Point Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセ
ル化）トンネル — 次の URL にあるマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/finter_c/icflogin.htm

 • 複数パスのユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）チェック — ユニキャスト RPF 
チェックを設定するには、「ユニキャスト RPF チェックの設定」（p.40-2）を参照してくださ
い。

 • MPLS インターフェイス上を除く、IPv4 ユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックの 
Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）

次のハードウェア補助の NAT 情報に注意してください。

 – UDP トラフィックの NAT は、PFC3A モードではサポートされません。

 – PFC3 は、マルチキャスト トラフィックの NAT をサポートしません。

コマンド 目的

Router# show ciscoview package 組み込み CiscoView ファイルに関する情報を表示します。

Router# show ciscoview version 組み込み CiscoView のバージョンを表示します。
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 – PFC3 は、長さを指定するルート マップが設定されている NAT をサポートしません。

 – インターフェイスで NAT および NDE を設定する場合、PFC3 はフラグメント化されたパ
ケット内のトラフィックをすべて RP に送信して、ソフトウェアで処理させます

（CSCdz51590）。
NAT の設定手順については、次の URL にある『Cisco IOS IP Configuration Guide』Release 12.2 
の「IP Addressing and Services」、「Configuring IP Addressing」、および「Configuring Network 
Address Translation」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfipadr.htm
#1042290

DoS 攻撃または設定ミスが原因で莫大な量の NAT トラフィックが RP に送信されないようにする
には、次の URL で説明されている mls rate-limit unicast acl {ingress | egress} コマンドを入力しま
す。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/cmdref/m1.htm#56404

（CSCea23296）
 • NetFlow アグリゲーション — 次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/swcg/nde.htm#1081085

 • match ip address、set ip next-hop、ip default next-hop Policy-Based Routing（PBR; ポリシー
ベース ルーティング）キーワードを使用するルート マップ シーケンス用の PBR。
PBR の設定については、次の URL の『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration 
Guide』Release 12.2 の「Classification」、「Configuring Policy-Based Routing」を参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt1/qcfpbr.htm

（注） RP のアドレスが PBR ACL の範囲内にある場合、RP にアドレス指定されたトラ
フィックは RP に転送されずに、ハードウェアでポリシー ルーティングされます。RP 
にアドレス指定されたトラフィックのポリシー ルーティングを防止するには、RP に
アドレス指定されたトラフィックを拒否するように PBR ACL を設定します。

 • MPLS インターフェイス上以外の TCP インターセプト — TCP インターセプトを設定するに
は、「TCP インターセプトの設定」（p.40-2）を参照してください。

（注） PFC3 は、tunnel key コマンドで設定されるトンネル用にハードウェアを加速しません。

 • GRE トンネリングおよび IP-in-IP トンネリング — PFC3 および DFC3 は、次の tunnel コマン
ドをサポートします。

 – tunnel destination 
 – tunnel mode gre 
 – tunnel mode ipip 
 – tunnel source 
 – tunnel ttl 
 – tunnel tos 

サポート対象のその他のトンネリング タイプは RP のソフトウェアで処理されます。

tunnel ttl コマンド（デフォルト 255）は、カプセル化されたパケットの Time to Live（TTL; 存
続可能時間）を設定します。
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tunnel tos コマンドが存在する場合は、パケットがカプセル化されるときの Type of Service
（ToS; タイプ オブ サービス）バイトを設定します。tunnel tos コマンドが存在せず QoS がイ
ネーブルでない場合、パケットの ToS バイトが、パケットをカプセル化するときの ToS バイ
トを設定します。tunnel tos コマンドが存在せず QoS がイネーブルの場合、PFC QoS により変
更されたパケットの ToS バイトが、パケットをカプセル化するときの ToS バイトを設定しま
す。

GRE トンネリングおよび IP-in-IP トンネリングを設定するには、次のマニュアルを参照して
ください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/finter_c/icflogin.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/finter_r/irfshoip.htm

tunnel tos および tunnel ttl コマンドを設定するには、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120limit/120s/120s17/12s
_tos.htm

次のトンネル情報に注意してください。

 – ハードウェア補助の各トンネルには固有の送信元が必要です。宛先が異なっていると、
ハードウェア補助のトンネルは送信元を共有できません。ループバック インターフェイ
スにあるセカンダリ アドレスを使用するか、複数のループバック インターフェイスを作
成します（CSCdy72539）。

 – 各トンネル インターフェイスは、内部 VLAN を 1 つ使用します。

 – 各トンネル インターフェイスは、ルータ Media Access Control（MAC; メディア アクセス
制御）アドレスごとに追加のルータ MAC アドレス エントリを 1 つ使用します。

 – PFC3A は、トンネル インターフェイスで PFC QoS 機能をサポートしていません。

 – その他のバージョンの PFC は、トンネル インターフェイスで PFC QoS 機能をサポートし
ます。

 – RP は、トンネル インターフェイスの出力機能で設定されたトンネルをサポートします。
出力機能例として、出力 Cisco IOS ACL、NAT（内部から外部への変換）、TCP インター
セプト、CBAC、暗号化が挙げられます。

 • VLAN ACL（VACL） — VACL を設定するには、第 43 章「PACL および VACL の設定」 を参
照してください。
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CLI

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX でサポートされるスイッチの設定に使用する、
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • CLI へのアクセス（p.2-1）
 • コマンドラインの処理（p.2-3）
 • ヒストリ置換（p.2-3）
 • Cisco IOS コマンド モード（p.2-4）
 • Cisco IOS コマンド リストおよび構文の表示（p.2-5）
 • ROM モニタの CLI（p.2-6）

CLI へのアクセス
ここでは、CLI にアクセスする手順について説明します。

 • EIA/TIA-232 コンソール インターフェイス経由で CLI にアクセスする場合（p.2-1）
 • Telnet を使用して CLI にアクセスする場合（p.2-2）

EIA/TIA-232 コンソール インターフェイス経由で CLI にアクセスす
る場合

（注） EIA/TIA-232 は、Electronic Industries Alliance（EIA; 電子工業会）および Telecommunications 
Industry Association（TIA; 電気通信工業会）によって認定される以前は、Recommended Standard 
232（RS-232）と呼ばれていました。
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EIA/TIA-232 コンソール インターフェイスの接続を使用して、初期設定を行います。コンソール 
インターフェイスのケーブル接続手順については、『Catalyst 6500 Series Switch Module Installation 
Guide』を参照してください。

コンソールを接続するには、次の作業を行います。

コンソールに接続すると、次のように表示されます。

Press Return for Console prompt

Router> enable 
Password:
Router# 

Telnet を使用して CLI にアクセスする場合

（注） スイッチに Telnet で接続するには、事前に IP アドレスを設定する必要があります（「IPv4 ルー
ティングおよびアドレスの設定」[p.24-3] を参照）。

スイッチは 大 8 つの Telnet セッションを同時にサポートできます。Telnet セッションは、アイ
ドル状態のまま exec-timeout コマンドに指定されている時間が経過すると、自動的に切断されま
す。

スイッチに Telnet 接続するには、次の作業を行います。

次に、スイッチとの Telnet セッションをオープンする例を示します。

unix_host% telnet Router_1 
Trying 172.20.52.40...
Connected to 172.20.52.40.
Escape character is '^]'.

User Access Verification

コマンド 目的

ステップ 1 Return キーを押します。 プロンプトを表示します。

ステップ 2 Router> enable イネーブル モードを開始します。

ステップ 3 Password: password 
Router# 

イネーブル モードの開始を完了します。

ステップ 4 Router# quit 作業が完了したら、セッションを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 telnet {hostname | ip_addr} アクセス対象のスイッチに、リモート ホストか
ら Telnet 接続します。

ステップ 2 Password: password 

Router# 

認証を開始します。

（注） パスワードを設定していない場合は、
Return キーを押します。

ステップ 3 Router> enable イネーブル モードを開始します。

ステップ 4 Password: password 
Router# 

イネーブル モードの開始を完了します。

ステップ 5 Router# quit 作業が完了したら、セッションを終了します。
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コマンドラインの処理
Password:
Router_1> enable 
Password:
Router_1# 

コマンドラインの処理
コマンドには、大文字と小文字の区別はありません。また、コマンドおよびパラメータは、現在
使用可能な他のコマンドまたはパラメータと区別できる文字数まで省略可能です。直前に入力し
た 20 のコマンドは、履歴バッファに保存されます。これらのコマンドをスクロールして、プロ
ンプトに対するコマンドを入力したり、編集したりすることができます。表 2-1 に、コマンドの
入力および編集に使用するキーボード ショートカットを示します。

ヒストリ置換
履歴バッファには、直前に入力した 20 のコマンドが保存されます。特別な省略コマンドを使用
して、再入力せずに保存されているコマンドにアクセスできます。表 2-2 に、ヒストリ置換コマ
ンドを示します。

表 2-1 キーボード ショートカット 

キーストローク 目的

Ctrl-B 
または左矢印キー1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

カーソルを 1 文字分だけ後退させます。

Ctrl-F または 
右矢印キー 1

カーソルを 1 文字分だけ進めます。

Ctrl-A コマンドラインの先頭にカーソルを移動します。

Ctrl-E コマンドラインの末尾にカーソルを移動します。

Esc B 単語 1 つ分だけカーソルを後退させます。

Esc F 単語 1 つ分だけカーソルを進めます。

表 2-2 ヒストリ置換コマンド 

コマンド 目的

Ctrl-P または上矢印キー 1

1. 矢印キーは、VT100 などの ANSI 互換端末に限り有効です。

直前に入力されたコマンドから始めて、履歴
バッファに保管されているコマンドを呼び出
します。キー シーケンスを繰り返すと、さら
に古いコマンドが順に呼び出されます。

Ctrl-N または下矢印キー 1 Ctrl-P または上矢印キーを使用してコマンドを
呼び出したあと、履歴バッファ内のより新し
いコマンドに戻ります。キー シーケンスを繰
り返すと、さらに新しいコマンドが順に呼び
出されます。

Router# show history EXEC モードで、直前に入力したいくつかのコ
マンドを表示します。
2-3
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 2 章      CLI        
Cisco IOS コマンド モード
Cisco IOS コマンド モード 

（注） Cisco IOS コマンド モードの詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Configuration 
Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/ffun_c/index.htm

Cisco IOS ユーザ インターフェイスには、多数のモードがあります。現在のモードによって、使
用できるコマンドが決まります。特定のモードで使用できるコマンドのリストを表示するには、
システム プロンプトで疑問符（?）を入力します。「Cisco IOS コマンド リストおよび構文の表示」
（p.2-5）を参照してください。

スイッチ上でセッションを開始すると、ユーザ モード（別名ユーザ EXEC モード）から始まりま
す。EXEC モードでは、限られた一部のコマンドしか使用できません。すべてのコマンドを使用
できるようにするには、特権 EXEC モードを開始する必要があります。特権 EXEC モードにアク
セスするには、通常、パスワードの入力が必要です。特権 EXEC モードでは、任意の EXEC コマ
ンドを入力できるほか、グローバル コンフィギュレーション モードにアクセスできます。

コンフィギュレーション モードでは、実行コンフィギュレーションの変更を行うことができま
す。コンフィギュレーションを保存すると、再起動後もそれらのコマンドが保存されます。 初
にグローバル コンフィギュレーション モードを開始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 モードから、インターフェイス コンフィギュレーション モード、サブインター
フェイス コンフィギュレーション モード、および各種プロトコル固有のモードを開始できます。

（注） Release 12.1(11b)E 以降では、コンフィギュレーション モードで、コマンドの前に do キーワード
を入力することによって、EXEC モード レベル コマンドを入力できます。

ROM モニタ モードは、スイッチを正常に起動できない場合に使用される独立したモードです。
たとえば、スイッチの起動時に有効なシステム イメージが見つからない場合、またはスイッチの
コンフィギュレーション ファイルが壊れている場合に、スイッチで ROM モニタ モードが開始さ
れることがあります。「ROM モニタの CLI」（p.2-6）を参照してください。

表 2-3 に、使用頻度の高い Cisco IOS モードについて説明します。

表 2-3 使用頻度の高い Cisco IOS コマンド モード 

モード 用途 アクセス方法 プロンプト

ユーザ EXEC リモート装置への接続、端末の
一時的な設定変更、基本的なテ
ストの実行、およびシステム情
報の表示 

ログインします。 Router>

特権 EXEC（イネーブ
ル）

動作パラメータの設定。特権コ
マンド セットには、configure コ
マンドのほかにユーザ EXEC 
モードのコマンドが含まれま
す。このコマンドを使用して、
別のコマンド モードにアクセス
します。

ユーザ EXEC モードで、enable 
コマンドおよびイネーブル パス
ワードを入力します。

Router#

グローバル コンフィ
ギュレーション

システム全体に作用する機能の
設定

特権 EXEC モードで、configure 
terminal コマンドを入力します。

Router(config)#
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Cisco IOS コマンド リストおよび構文の表示   
ユーザが入力するコマンドは、Cisco IOS コマンド インタープリタ（別名 EXEC）によって認識
および実行されます。コマンドを入力する際、他のコマンドと区別がつく文字数だけを入力し、
コマンドおよびキーワードを省略できます。たとえば、show コマンドは sh、configure terminal 
コマンドは config t に省略できます。

exit と入力すると、スイッチは 1 つ前のレベルに戻ります。コンフィギュレーション モードを完
全に終了して特権 EXEC モードに戻るには、Ctrl-Z を押します。

Cisco IOS コマンド リストおよび構文の表示
どのコマンド モードでも、疑問符（?）を入力することにより、使用できるコマンドのリストを
表示できます。

Router> ?  

特定の文字シーケンスで始まるコマンドのリストを表示するには、それらの文字を入力し、その
あとに疑問符（?）を入力します。スペースは入れません。この形式のヘルプは、ユーザに代
わって 1 つの単語を完成させるので、ワード ヘルプといいます。

Router# co? 
collect  configure  connect  copy

キーワードまたは引数のリストを表示するには、キーワードまたは引数の代わりに疑問符を入力
します。疑問符の前にスペースを 1 つ入れてください。この形式のヘルプは、すでに入力したコ
マンド、キーワード、および引数に基づいて、使用できるキーワードまたは引数を表示するの
で、コマンド構文ヘルプといいます。

次に、例を示します。

Router# configure ? 
  memory             Configure from NV memory
  network            Configure from a TFTP network host
  overwrite-network  Overwrite NV memory from TFTP network host
  terminal           Configure from the terminal
  <cr>

前に入力したコマンドを再表示するには、上矢印キーまたは Ctrl-P を押します。上矢印キーを続
けて押すことにより、直前に入力したコマンドを 20 まで表示できます。

インターフェイス コン
フィギュレーション

インターフェイス別に使用な多
岐にわたる機能があります。イ
ンターフェイス コマンドを実行
すると、インターフェイスの動
作がイネーブルになるか、また
は変更されます。

グローバル コンフィギュレー
ション モードで、interface type 
slot/port コマンドを入力します。

Router(config-if)#

コンソール コンフィ
ギュレーション

直接接続されたコンソールまた
は Telnet 接続による仮想端末か
ら、このコンフィギュレーショ
ン モードを使用してコンソール 
インターフェイスを設定しま
す。

グローバル コンフィギュレー
ション モードで、line console 0 
コマンドを入力します。

Router(config-line)#

表 2-3 使用頻度の高い Cisco IOS コマンド モード（続き）

モード 用途 アクセス方法 プロンプト
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ROM モニタの CLI
ヒント コマンドの入力において問題が生じた場合は、システム プロンプトを確認するとともに、疑問符
（?）を入力して使用できるコマンドのリストを表示してください。コマンド モードが間違ってた
り、間違った構文を使用している可能性があります。

1 つ前のモードに戻るには、exit を入力します。どのモードでも、Ctrl-Z を押すか、または end 
コマンドを入力すると、直接特権 EXEC モードに戻ります。

ROM モニタの CLI
ROM モニタは、プラットフォームの電源投入時、リセット時、または重大な例外が発生したと
きに実行される ROM ベースのプログラムです。ROM モニタ モードが開始されるのは、スイッ
チが有効なソフトウェア イメージを見つけることができなかった場合、NVRAM（不揮発性 
RAM）内のコンフィギュレーションが壊れていた場合、またはコンフィギュレーション レジス
タが ROM モニタ モードを開始するように設定されていた場合です。ROM モニタ モードで、フ
ラッシュ メモリ、ネットワーク サーバ ファイル、またはブートフラッシュから、ソフトウェア 
イメージを手動でロードできます。

スイッチを再起動し、起動から 60 秒以内に Break キーを押して、ROM モニタ モードを開始する
こともできます。

（注） コンフィギュレーション レジスタの設定で、Break キーがオフに設定されているかどうかに関係
なく、再起動から 60 秒間は常に Break キーが有効です。

端末サーバから ROM モニタ モードにアクセスするには、エスケープによって Telnet プロンプト
を表示し、端末エミュレーション プログラムで send break コマンドを入力し、ROM モニタ モー
ドを開始します。

ROM モニタ モードが開始されると、プロンプトが rommon 1> になります。疑問符（?）を入力す
ると、使用できる ROM モニタ コマンドが表示されます。

ROM モニタ コマンドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
を参照してください。
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C H A P T E R3

SmartPort マクロの設定

この章では、SmartPort マクロを設定および適用する手順について説明します。SmartPort マクロ
は Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • SmartPort マクロの概要（p.3-1）
 • SmartPort マクロの設定（p.3-2）
 • SmartPort マクロの表示（p.3-16）

SmartPort マクロの概要
ここでは、SmartPort マクロについて説明します。

 • シスコ提供の SmartPort マクロの概要（p.3-1）
 • ユーザ作成の SmartPort マクロの概要（p.3-2）

シスコ提供の SmartPort マクロの概要

スイッチ ソフトウェアには、シスコ提供の SmartPort マクロが組み込まれています（表 3-1 を参
照）。show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使用すると、これらのマクロやマクロに含まれ
るコマンドを表示できます。

表 3-1 シスコ提供の SmartPort マクロ 

マクロ名 説明

cisco-global VLAN 間でのロード バランシングをイネーブルにする場合、スパニング ツ
リー インスタンスの高速コンバージェンスを実行する場合、およびポート エ
ラー回復をイネーブルにする場合、このグローバル コンフィギュレーション 
マクロを使用します。

cisco-desktop PC などのデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに接続する場合、ネット
ワークのセキュリティと信頼性を高めるために、このインターフェイス コン
フィギュレーション マクロを使用します。
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SmartPort マクロの設定
Catalyst スイッチ向けには、シスコが推奨するテスト済みのベースライン コンフィギュレーショ
ン テンプレートも提供されています。オンライン リファレンス ガイドのテンプレートには、
ポート使用に応じて SmartPort マクロが作成できる CLI コマンドが含まれています。このコン
フィギュレーション テンプレートを使用して SmartPort マクロを作成することにより、シスコ推
奨のネットワーク設計および設定を構築し、導入できます。シスコ推奨のコンフィギュレーショ
ン テンプレートの詳細については、次の SmartPort の Web サイトを参照してください。

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

ユーザ作成の SmartPort マクロの概要

SmartPort マクロは、共通の設定を保存して共有するのに便利な方法です。SmartPort マクロを使
用すると、ネットワーク内でのスイッチの場所に基づいて機能や設定をイネーブルにしたり、
ネットワーク全体にわたる大規模な設定導入を行ったりすることができます。

各 SmartPort マクロは、ユーザ定義による Cisco IOS CLI コマンドの集まりです。SmartPort マクロ
をインターフェイスに適用すると、そのマクロに含まれる CLI コマンドがインターフェイス上に
設定されます。インターフェイスにマクロを適用しても、インターフェイスの既存の設定は失わ
れません。新しいコマンドはインターフェイスに追加され、実行コンフィギュレーション ファイ
ルに保存されます。

SmartPort マクロの設定
 • SmartPort マクロのデフォルト設定（p.3-2）
 • SmartPort マクロ設定時の注意事項（p.3-3）
 • シスコ提供の SmartPort マクロの適用（p.3-4）
 • ユーザ作成の SmartPort マクロの設定（p.3-13）

SmartPort マクロのデフォルト設定

次に、シスコ提供の SmartPort マクロの一覧を表示する例を示します。

Router# show parser macro brief | include default 
    default global   : cisco-global 
    default interface: cisco-desktop 
    default interface: cisco-phone 
    default interface: cisco-switch 
    default interface: cisco-router 

cisco-phone Cisco IP Phone を搭載した PC などのデスクトップ デバイスをスイッチ ポートに
接続する場合、このインターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用
します。このマクロは cisco-desktop マクロを機能拡張したものであり、同等の
セキュリティおよび復元力を提供しますが、遅延の影響を受けやすい音声トラ
フィックを適切に処理するために専用の音声 VLAN が追加されています。

cisco-switch スイッチやルータなどのデバイス間でレイヤ 2 接続を実行する場合、このイン
ターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。

cisco-router スイッチやルータなどのデバイス間でレイヤ 3 接続を実行する場合、このイン
ターフェイス コンフィギュレーション マクロを使用します。

表 3-1 シスコ提供の SmartPort マクロ（続き）

マクロ名 説明
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SmartPort マクロの設定 
インターフェイスに適用されている SmartPort マクロはありません。

SmartPort マクロ設定時の注意事項

ここでは、SmartPort マクロ設定時の注意事項について説明します。

 • スイッチ上のすべてのマクロを表示するには、show parser macro ユーザ EXEC コマンドを使
用します。特定のマクロの内容を表示するには、show parser macro name macro-name ユーザ 
EXEC コマンドを使用します。

 • マクロは編集できません。macro name コマンドで既存のマクロ名を指定した場合、既存の
マクロは新しいマクロに置換されます。

 • マクロにすでに説明が設定済みの状態で macro description コマンドを使用して何らかの説明
を入力すると、既存の説明を置換するのではなく、既存の説明に追加されます。入力された
説明はパイプ文字（|）で区切られます。

 • マクロの説明は、256 文字以内です。説明のための文字列が 256 文字を超えると、新しい説
明を保存するために も古い説明が削除されます。

 • 再帰的なユーザ作成マクロはサポートされていません。他のマクロを呼び出すようなマクロ
は定義できません。

 • 各ユーザ作成マクロには、キーワード / 値のペアを 大 3 つ含むことができます。

 • マクロの定義は、3,000 文字以内です。改行文字は 2 文字として数えます。

 • マクロの作成時は、exit または end コマンドを使用しないでください。また、interface 
interface-id を使用してコマンド モードを変更しないでください。これは、exit、end、または 
interface interface-id に続くコマンドが別のコマンド モードで実行される場合があるためで
す。マクロの作成時は、同じコンフィギュレーション モードの CLI コマンドだけを使用する
ようにしてください。

 • 一意の値を割り当てる必要があるマクロを作成するときは、parameter value キーワードを使
用して、インターフェイスに特定の値を指定します。キーワードの照合では、大文字と小文
字が区別されます。一致するすべてのキーワードが、対応する値に置換されます。キーワー
ドが完全に一致した場合、それが長い文字列の一部であっても、一致したとみなされ、対応
する値に置換されます。

 • マクロ名は、大文字と小文字が区別されます。たとえば、macro name Sample-Macro コマン
ドと macro name sample-macro コマンドを実行すると、2 つの異なるマクロが作成されます。

 • 一部のマクロでは、パラメータ値を必要とするキーワードを含んでいる場合があります。マ
クロで必要な値を一覧表示するには、macro global apply macro-name ? グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドまたは macro apply macro-name ? 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。キーワード値を入力せずにマクロを適用すると、コマン
ドは無効となり、適用されません。

 • スイッチまたはスイッチ インターフェイスにマクロをグローバルに適用しても、インター
フェイスの既存の設定は保持されます。これは、差分設定を適用する場合に役立ちます。

 • コマンドを追加または削除してマクロの定義を変更しても、元のマクロが適用されたイン
ターフェイスにはその変更は反映されません。新しいコマンドまたは変更されたコマンドを
適用するには、更新されたマクロをインターフェイスに再度適用する必要があります。

 • マクロを適用およびデバッグして構文エラーや設定エラーを検出するには、macro global 
trace macro-name グローバル コンフィギュレーション コマンドまたは macro trace 
macro-name 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。構文エラー
または設定エラーが原因でコマンドが失敗しても、マクロは引き続き残りのコマンドを適用
します。

 • 一部の CLI コマンドは特定のインターフェイス タイプ専用です。設定を受け入れないイン
ターフェイスにマクロを適用した場合、マクロは構文チェックまたは設定チェックに失敗
し、スイッチはエラー メッセージを返します。
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SmartPort マクロの設定
 • ある範囲のインターフェイスにマクロを適用する手順は、1 つのインターフェイスにマクロ
を適用する手順と同じです。インターフェイスの範囲を指定した場合、マクロは範囲内のイ
ンターフェイスに順に適用されます。いずれかのインターフェイスで失敗しても、マクロは
引き続き残りのインターフェイスに適用されます。

 • スイッチまたはスイッチ インターフェイスにマクロを適用すると、マクロ名がスイッチまた
はインターフェイスに自動的に追加されます。適用されたコマンドおよびマクロ名を表示す
るには、show running-config ユーザ EXEC コマンドを使用します。

シスコ提供の SmartPort マクロの適用

ここでは、シスコ提供の SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-global SmartPort マクロの使用（p.3-4）
 • cisco-desktop SmartPort マクロの使用（p.3-5）
 • cisco-phone SmartPort マクロの使用（p.3-7）
 • cisco-switch SmartPort マクロの使用（p.3-9）
 • cisco-router SmartPort マクロの使用（p.3-11）

cisco-global SmartPort マクロの使用

ここでは、cisco-global SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-global SmartPort マクロの内容の表示（p.3-4）
 • cisco-global SmartPort マクロの適用（p.3-5）

cisco-global SmartPort マクロの内容の表示

次に、cisco-global SmartPort マクロの内容を表示する例を示します。

Router# show parser macro name cisco-global 
Macro name : cisco-global
Macro type : default global
# Enable dynamic port error recovery for link state
# failures
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60

# VTP requires Transparent mode for future 802.1x Guest VLAN
# and current Best Practice
vtp domain [smartports]
vtp mode transparent 

# Config Cos to DSCP mappings
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56 

# Enable aggressive mode UDLD on all fiber uplinks
udld aggressive 

# Enable Rapid PVST+ and Loopguard
spanning-tree mode rapid-pvst 
spanning-tree loopguard default 
spanning-tree extend system-id 
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SmartPort マクロの設定 
cisco-global SmartPort マクロの適用

cisco-global SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

次に、cisco-global SmartPort マクロを適用して、適用したマクロ名を表示する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# macro global apply cisco-global 
Changing VTP domain name from previous_domain_name to [smartports]
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Router(config)# end 
Router# show parser macro description  
Global Macro(s): cisco-global

Interface    Macro Description(s)
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Router#

cisco-desktop SmartPort マクロの使用

ここでは、cisco-desktop SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-desktop SmartPort マクロの内容の表示（p.3-5）
 • cisco-desktop SmartPort マクロの適用（p.3-6）

cisco-desktop SmartPort マクロの内容の表示

次に、cisco-desktop SmartPort マクロの内容を表示する例を示します。

Router# show parser macro name cisco-desktop 
Macro name : cisco-desktop
Macro type : default interface
# macro keywords $AVID
# Basic interface - Enable data VLAN only
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport 
switchport access vlan $AVID 
switchport mode access 

# Enable port security limiting port to a single
# MAC address -- that of desktop
switchport port-security 
switchport port-security maximum 1 

# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict 
switchport port-security aging time 2
# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# macro global apply cisco-global cisco-global SmartPort マクロを適用します。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show parser macro description 適用されたマクロを表示します。
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SmartPort マクロの設定
cisco-desktop SmartPort マクロの適用

cisco-desktop SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

次に、アクセス VLAN として VLAN 2 を指定して、cisco-desktop SmartPort マクロをポート 
GigabitEthernet 1/1 に適用し、その結果を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# macro apply cisco-desktop $AVID 2 
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/1 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Router(config)# end 
Router# show parser macro description interface gigabitethernet 1/1 
Global Macro(s): cisco-global

Interface    Macro Description(s)
--------------------------------------------------------------
Gi1/1        cisco-desktop
--------------------------------------------------------------
Router# show running-config interface gigabitethernet 1/1 
Building configuration...

Current configuration : 307 bytes
!
interface GigabitEthernet1/1
 switchport
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security aging time 2
 switchport port-security violation restrict
 shutdown
 macro description cisco-desktop
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end

Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# macro apply cisco-desktop 
$AVID access_vlan_ID 

cisco-desktop SmartPort マクロを適用します。
access_vlan_ID の値として推奨される範囲は 2 ～ 
4094 です。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show parser macro description interface 
type1 slot/port

適用されたマクロを表示します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 
type1 slot/port 

インターフェイスに設定されているすべてのコマ
ンドを表示します。
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SmartPort マクロの設定 
cisco-phone SmartPort マクロの使用

ここでは、cisco-phone SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-phone SmartPort マクロの内容の表示（p.3-7）
 • cisco-phone SmartPort マクロの適用（p.3-7）

cisco-phone SmartPort マクロの内容の表示

次に、cisco-phone SmartPort マクロの内容を表示する例を示します。

Router# show parser macro name cisco-phone 
Macro name : cisco-phone
Macro type : default interface
# macro keywords $AVID $VVID
# VoIP enabled interface - Enable data VLAN
# and voice VLAN (VVID)
# Recommended value for access vlan (AVID) should not be 1
switchport 
switchport access vlan $AVID 
switchport mode access 

# Update the Voice VLAN (VVID) value which should be
# different from data VLAN
# Recommended value for voice vlan (VVID) should not be 1
switchport voice vlan $VVID

# Enable port security limiting port to a 3 MAC
# addressess -- One for desktop and two for phone
switchport port-security 
switchport port-security maximum 3

# Ensure port-security age is greater than one minute
# and use inactivity timer
switchport port-security violation restrict 
switchport port-security aging time 2
# Enable auto-qos to extend trust to attached Cisco phone
auto qos voip cisco-phone 

# Configure port as an edge network port
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 

cisco-phone SmartPort マクロの適用

cisco-phone SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# macro apply cisco-phone $AVID 
access_vlan_ID $VVID voice_vlan_ID 

cisco-phone SmartPort マクロを適用します。
access_vlan_ID の値として推奨される範囲は 2 ～ 
4094 です。voice_vlan_ID の値として推奨される
範囲は 2 ～ 4094 です。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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SmartPort マクロの設定
cisco-phone SmartPort マクロを適用する場合は、次の点に注意してください。

 • 生成されるコマンドの中には、PFC QoS コマンドに分類されるものもあります。PFC QoS コ
マンドはポート ASIC で制御されるすべてのポートに適用されます。生成されたこれらのコ
マンドのいずれかが適用されると、PFC QoS では、コマンド適用の結果生成されたメッセー
ジをポート ASIC で制御されるすべてのポートに表示します。これらのコマンドは、モ
ジュールに応じて 48 ものポートに適用されます。『Release Notes for Cisco IOS Release 
12.2(33)SXH and Later Releases』の各モジュールの説明を参照し、ポート グループの数および
ポート グループごとのポート範囲を確認してください。

 • 他のポートに trust CoS を設定するよう指示するメッセージが表示される場合があります。生
成された QoS コマンドをイネーブルにするには、そのように設定する必要があります。

 • ポート信頼状態の要件が矛盾するため、同じポート ASIC で制御されるポート上で 
cisco-phone SmartPort マクロおよび他のマクロを適用できない場合があります。

次に、アクセス VLAN として VLAN 2 を指定して、cisco-phone SmartPort マクロをポート 
GigabitEthernet 2/2 に適用し、その結果を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 2/2 
Router(config-if)# macro apply cisco-phone $AVID 2 $VVID 3 
Hardware QoS is enabled
Propagating cos-map to inband port
Propagating cos-map configuration to: [ ポートリストは表示されません ]

（同じポート ASIC で制御されるその他のポートに関するテキスト出力は省略）

Warning: rcv cosmap will not be applied in hardware.
  To modify rcv cosmap in hardware, all of the interfaces below
  must be put into 'trust cos' state:
    [ ポートリストは表示されません ] 
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/2 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Router(config)# end 

Router# show parser macro description interface gigabitethernet 2/2 
Global Macro(s): cisco-global

Interface    Macro Description(s)
--------------------------------------------------------------
Gi2/2        cisco-phone
--------------------------------------------------------------

Router# show running-config interface gigabitethernet 2/2 
Building configuration...

Building configuration...

Current configuration : 307 bytes

ステップ 5 Router# show parser macro description interface 
type1 slot/port

適用されたマクロを表示します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 
type1 slot/port 

インターフェイスに設定されているすべてのコマ
ンドを表示します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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SmartPort マクロの設定 
!
interface GigabitEthernet1/2
Building configuration...

Current configuration : 1336 bytes
!
interface GigabitEthernet2/2
 switchport
 switchport access vlan 2
 switchport mode access
 switchport voice vlan 3
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 3
 switchport port-security aging time 2
 switchport port-security violation restrict
 shutdown

  （QoS キューイング コマンドに関するテキスト出力は省略。ポート タイプによって異なる）

 mls qos trust cos
 auto qos voip cisco-phone 
 macro description cisco-phone
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end

Router#

cisco-switch SmartPort マクロの使用

ここでは、cisco-switch SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-switch SmartPort マクロの内容の表示（p.3-9）
 • cisco-switch SmartPort マクロの適用（p.3-10）

cisco-switch SmartPort マクロの内容の表示

次に、cisco-switch SmartPort マクロの内容を表示する例を示します。

Router# show parser macro name cisco-switch 
Macro name : cisco-switch
Macro type : default interface
# macro keywords $NVID
# Do not apply to EtherChannel/Port Group
# Access Uplink to Distribution

# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport 
switchport trunk native vlan $NVID 

# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan VRANGE

# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
switchport nonegotiate 

# 802.1w defines the link as pt-pt for rapid convergence
spanning-tree link-type point-to-point 
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SmartPort マクロの設定
Router#

cisco-switch SmartPort マクロの適用 

cisco-switch SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

次に、ネイティブ VLAN として VLAN 4 を指定して、cisco-switch SmartPort マクロをポート 
GigabitEthernet 1/4 に適用し、その結果を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4 
Router(config-if)# macro apply cisco-switch $NVID 4 
Router(config-if)# end 
Router# show parser macro description interface gigabitethernet 1/4 
Interface    Macro Description(s)
--------------------------------------------------------------
Gi1/4        cisco-switch
--------------------------------------------------------------
Router# show running-config interface gigabitethernet 1/4 
Building configuration...

Current configuration : 247 bytes
!
interface GigabitEthernet1/4
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 4
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 shutdown
 macro description cisco-switch
 spanning-tree link-type point-to-point
end

Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# macro apply cisco-switch 
$NVID native_vlan_ID 

cisco-switch SmartPort マクロを適用します。
native_vlan_ID の値として推奨される範囲は 2 ～ 
4094 です。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show parser macro description interface 
type1 slot/port

適用されたマクロを表示します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 
type1 slot/port 

インターフェイスに設定されているすべてのコマ
ンドを表示します。
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SmartPort マクロの設定 
cisco-router SmartPort マクロの使用

ここでは、cisco-router SmartPort マクロを適用する手順について説明します。

 • cisco-router SmartPort マクロの内容の表示（p.3-11）
 • cisco-router SmartPort マクロの適用（p.3-11）

cisco-router SmartPort マクロの内容の表示

次に、cisco-router SmartPort マクロの内容を表示する例を示します。

Router# show parser macro name cisco-router 
Macro name : cisco-router
Macro type : default interface
# macro keywords $NVID
# Do not apply to EtherChannel/Port Group
# Access Uplink to Distribution
switchport 

# Define unique Native VLAN on trunk ports
# Recommended value for native vlan (NVID) should not be 1
switchport trunk native vlan $NVID 

# Update the allowed VLAN range (VRANGE) such that it
# includes data, voice and native VLANs
# switchport trunk allowed vlan VRANGE

# Hardcode trunk and disable negotiation to
# speed up convergence
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
switchport nonegotiate 

# Configure qos to trust this interface
auto qos voip trust 
mls qos trust dscp 

# Ensure fast access to the network when enabling the interface.
# Ensure that switch devices cannot become active on the interface.
spanning-tree portfast 
spanning-tree bpduguard enable 

Router#

cisco-router SmartPort マクロの適用

cisco-router SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# macro apply cisco-router 
$NVID native_vlan_ID 

cisco-router SmartPort マクロを適用します。
native_vlan_ID の値として推奨される範囲は 2 ～ 
4094 です。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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SmartPort マクロの設定
（注） cisco-router SmartPort マクロには、auto qos voip trust コマンドが含まれています。switchport コマ
ンドで設定したポートに対して auto qos voip trust コマンドを入力すると、mls qos trust cos コマ
ンドが生成され、このポートに適用されます。ただし、cisco-router SmartPort マクロでは mls qos 
trust dscp コマンドを使用して、DSCP を信頼するようにポート信頼状態を変更します。
cisco-router SmartPort マクロを適用する場合、ポート ASIC で制御されるその他のポートに対して 
mls qos trust cos コマンドを入力するよう求めるメッセージは無視してください。

次に、cisco-router SmartPort マクロをポート GigabitEthernet 1/5 に適用し、その結果を確認する例
を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/5 
Router(config-if)# macro apply cisco-router $NVID 5 
Hardware QoS is enabled
Propagating cos-map to inband port
Propagating cos-map configuration to: [ ポートリストは表示されません ]

（同じポート ASIC で制御されるその他のポートに関するテキスト出力は省略）

（一時的に適用された trust CoS コマンドに関するテキスト出力は省略）

%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

%Portfast has been configured on GigabitEthernet1/5 but will only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Router(config-if)# end 
Router# show parser macro description interface gigabitethernet 1/5 
Interface    Macro Description(s)
--------------------------------------------------------------
Gi1/5        cisco-router
--------------------------------------------------------------
Router# show running-config interface gigabitethernet 1/5 
Building configuration...

Current configuration : 1228 bytes
!
interface GigabitEthernet1/5
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk native vlan 5
 switchport mode trunk
 switchport nonegotiate
 shutdown
 wrr-queue bandwidth 20 100 200 

  （QoS キューイング コマンドに関するテキスト出力は省略。ポート タイプによって異なる）

 mls qos trust dscp
 auto qos voip trust 
 macro description cisco-router

ステップ 5 Router# show parser macro description interface 
type1 slot/port

適用されたマクロを表示します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 
type1 slot/port 

インターフェイスに設定されているすべてのコマ
ンドを表示します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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SmartPort マクロの設定 
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
end

Router#

ユーザ作成の SmartPort マクロの設定

ここでは、ユーザ作成の SmartPort マクロを設定する手順について説明します。

 • SmartPort マクロの作成（p.3-13）
 • SmartPort マクロの適用（p.3-14）

SmartPort マクロの作成

SmartPort マクロを作成するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# macro name macro-name マクロを作成します。

マクロ名は、大文字と小文字が区別されます。た
とえば、macro name Sample-Macro コマンドと 
macro name sample-macro コマンドを実行すると、
2 つの異なるマクロが作成されます。

マクロの定義は、3,000 文字以内です。改行文字
は 2 文字として数えます。

マクロ作成モードではプロンプトは表示されませ
ん。

1 行ごとに 1 つのマクロ コマンドを指定します。

マクロ内にコメントを入力する場合は、行頭に # 
文字を指定します。

マクロの 後には @ 文字を指定します。

マクロ内では、exit または end コマンドを使用し
ないでください。また、interface interface-id を使
用してコマンド モードを変更しないでください。
これは、exit、end、または interface interface-id に
続くコマンドが別のコマンド モードで実行される
場合があるためです。 良の結果を得るには、1 
つのマクロ内では同じコンフィギュレーション 
モードのコマンドだけを使用するようにしてくだ
さい。

各ユーザ作成マクロには、キーワード / 値のペア
を 大 3 つ含むことができます。

ステップ 3 # macro keywords keyword1 keyword2 keyword3 （任意）マクロに定義したキーワードを説明する
ためのヘルプ ストリングを作成できます。1 つの
マクロには 大 3 つのヘルプ ストリング コメン
トを入力できます。
3-13
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 3 章      SmartPort マクロの設定         

SmartPort マクロの設定
（注） no 形式の macro name グローバル コンフィギュレーション コマンドでは、マクロ定義が削除さ
れるだけです。マクロがすでに適用されているインターフェイスの設定には影響ありません。

次に、レイヤ 2 アクセス VLAN および送信元 Media Access Control（MAC; メディア アクセス制
御）アドレス数を定義し、さらに # macro keywords の使用によって 2 つのヘルプ ストリング 
キーワードを含むマクロを作成する例を示します。

Router(config)# macro name test 
#macro keywords $VLANID $MAX 
switchport access vlan $VLANID 
switchport port-security maximum $MAX 
@ 

SmartPort マクロの適用

SmartPort マクロを適用するには、次の作業を行います。

ステップ 4 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 show parser macro name macro-name マクロが作成されたことを確認します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# default interface interface-id （任意）指定のインターフェイスの設定をすべて
消去します。

ステップ 3 Router(config)# interface interface_id （インターフェイス マクロの場合に必要）マクロ
を適用するインターフェイスを指定して、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。
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SmartPort マクロの設定 
グローバル マクロによって適用されたスイッチ上の設定を削除するには、マクロ内の各コマンド
の no 形式を入力する以外に方法はありません。インターフェイスの設定すべてを削除するには、
default interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力します。

次に、snmp という名前のユーザ作成マクロを適用し、ホスト名アドレスを test-server 、IP 
precedence 値を 7 に設定する例を示します。

Router(config)# macro global apply snmp ADDRESS test-server VALUE 7 

次に、macro global trace 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 snmp という名
前のユーザ作成マクロをデバッグし、スイッチへの適用時にマクロの構文エラーまたは設定エ
ラーを検出する例を示します。

Router(config)# macro global trace snmp VALUE 7 
Applying command...‘snmp-server enable traps port-security’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkup’
Applying command...‘snmp-server enable traps linkdown’
Applying command...‘snmp-server host’
%Error Unknown error.
Applying command...‘snmp-server ip precedence 7’

次に、desktop-config という名前のユーザ作成マクロを適用し、設定を確認する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet1/2 
Router(config-if)# macro apply desktop-config 
Router(config-if)# end 
Router# show parser macro description 

ステップ 4 Router(config)# macro global {apply | trace} 
macro-name [keyword value] [keyword value] 
[keyword value]

または

Router(config-if)# macro {apply | trace} 
macro-name [keyword value] [keyword value] 
[keyword value]

マクロで定義された個々のコマンドを適用、また
は適用し追跡します。

グローバル マクロの場合：

 • 構文エラーや設定エラーを検出するには、
macro global trace macro-name コマンドを入力
して、マクロを適用しデバッグします。

 • マクロに定義されているキーワード / 値のペ
アの一覧を表示するには、macro global apply 
macro-name ? コマンドを入力します。

インターフェイス マクロの場合：

 • 構文エラーや設定エラーを検出するには、
macro trace macro-name コマンドを入力して、
マクロを適用しデバッグします。

 • マクロに定義されているキーワード / 値のペ
アの一覧を表示するには、macro apply 
macro-name ? コマンドを入力します。

マクロを適切に適用するには、必要なキーワード
/ 値のペアをすべて入力してください。

キーワードの照合では、大文字と小文字が区別さ
れます。

マクロにより適用されたコマンドでは、一致する
すべてのキーワードが、対応する値に置換されま
す。

ステップ 5 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Router# show parser macro description 
[interface interface_id] 

マクロがインターフェイスに適用されたことを確
認します。

コマンド 目的
3-15
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SmartPort マクロの表示
Interface    Macro Description
--------------------------------------------------------------
Fa1/2      desktop-config
--------------------------------------------------------------

次に、desktop-config という名前のユーザ作成マクロを適用し、キーワード vlan をいずれも 
VLAN ID 25 に置換する例を示します。

Router(config-if)# macro apply desktop-config vlan 25 

SmartPort マクロの表示
SmartPort マクロを表示するには、1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用します（表 3-2 を
参照）。

表 3-2 SmartPort マクロを表示するコマンド 

コマンド 目的

show parser macro 設定されているすべてのマクロを表示します。

show parser macro name macro-name 特定のマクロを表示します。

show parser macro brief 設定されているマクロ名を表示します。

show parser macro description [interface interface-id] すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイ
スのマクロの説明を表示します。
3-16
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VSS の設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに Virtual Switching System（VSS）を設定する方法に
ついて説明します。

（注） VSS 機能は Cisco IOS Release 12.2(33)SXH1 以降のリリースで使用できます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS Virtual Switch Command Reference』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vswitch/command/reference/vs_book.html

 • 次の URL にある Cisco IOS Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • VSS について（p.4-1）
 • VSS の設定時の注意事項および制約事項（p.4-22）
 • VSS の設定（p.4-23）

VSS について 
ここでは、VSS について、次の順序で説明します。

 • VSS の概要（p.4-2）
 • VSS の冗長性（p.4-8）
 • MEC（p.4-10）
 • パケット処理（p.4-12）
 • システム モニタリング（p.4-16）
 • デュアル アクティブ検出（p.4-18）
 • VSS の初期化（p.4-20）
4-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/vswitch/command/reference/vs_book.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm


第 4 章      VSS の設定         

VSS について
VSS の概要

スイッチを冗長ペアとして構成し、冗長ペアの両方のスイッチにリンクをプロビジョニングする
ことにより、ネットワークの信頼性を高めることができます。図 4-1 に、一般的なネットワーク
構成を示します。冗長ネットワーク要素や冗長リンクにより、ネットワークの設計や操作が複雑
になることがあります。仮想スイッチングを使用すると、ネットワーク要素の数が減り、複雑な
冗長スイッチおよびリンクの管理が隠され、ネットワークが単純化されます。

VSS により、一対の Catalyst 6500 シリーズ スイッチと 1 つのネットワーク要素が結合されます。
VSS によって管理される冗長リンクは、外部的には 1 つのポート チャネルとして機能します。

VSS は、レイヤ 3 のルーティング ネイバーの数を削除し、ループのないレイヤ 2 トポロジを構成
することにより、ネットワークの構成と操作を単純化します。

図 4-1 一般的なネットワーク設計

次のセクションで、VSS の概要を示します。これらの内容については、後の章で詳しく説明しま
す。

 • 主要概念（p.4-2）
 • VSS の機能（p.4-4）
 • ハードウェア要件（p.4-6）
 • VSS トポロジについて（p.4-7）

主要概念

VSS の主要概念は、次のとおりです。

 • Virtual Switching System（p.4-2）
 • アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシ（p.4-3）
 • 仮想スイッチ リンク（p.4-3）
 • マルチシャーシ EtherChannel（p.4-4）

Virtual Switching System

VSS により、一対のスイッチと 1 つのネットワーク要素が結合されます。たとえば、ネットワー
クのディストリビューション レイヤの VSS は、1 つのスイッチであるかのようにアクセス ネッ
トワークおよびコア ネットワークと通信を行います。図 4-2 を参照してください。
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VSS について 
アクセス スイッチは、論理ポート チャネルを使用して、VSS の両方のシャーシと接続されます。
VSS は、ポート チャネル上で冗長性とロード バランシングを管理します。この機能により、
ループのないレイヤ 2 ネットワーク トポロジが構成可能になります。また、VSS では、ネット
ワーク内のルーティング ピアの数も減らせるため、レイヤ 3 ネットワーク トポロジを単純化す
ることもできます。

図 4-2 分散ネットワーク内の VSS

アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシ

VSS の作成または再起動時、ピア シャーシ間でそのロールがネゴシエーションされます。一方
のシャーシがアクティブ シャーシになり、他方のシャーシがスタンバイ シャーシになります。

アクティブ シャーシの方が、VSS の制御を行います。アクティブ シャーシで、両方のシャーシ
のスイッチング モジュールのためのレイヤ 2 およびレイヤ 3 制御プロトコルが実行されます。ア
クティブ シャーシは、モジュールの活性挿抜（online insertion and removal; OIR）やコンソール イ
ンターフェイスなど、VSS の管理機能も備えています。

アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシは、ローカルにホスティングされたインターフェイ
ス上で入力データ トラフィックのパケット転送を行います。ただし、スタンバイ シャーシは、
処理のための制御トラフィックをアクティブ シャーシに送信します。

仮想スイッチ リンク

VSS の 2 つのシャーシが 1 つのネットワーク要素として機能するには、制御情報とデータ トラ
フィックを共有する必要があります。

Virtual Switch Link（VSL; 仮想スイッチ リンク）は、VSS の 2 つのシャーシ間で制御トラフィッ
クおよびデータ トラフィックをやりとりする特別なリンクです。図 4-3 を参照してください。
VSL は、 大 8 つのリンクを持つ EtherChannel として実装されます。VSL では、制御メッセージ
が廃棄されないように、制御トラフィックにデータ トラフィックより高いプライオリティが割り
当てられます。データ トラフィックは、EtherChannel ロードバランシング アルゴリズムにより、
VSL リンク間でロードバランシングが行われます。

18
13

21
4-3
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 4 章      VSS の設定         

VSS について
図 4-3 仮想スイッチ リンク

マルチシャーシ EtherChannel

EtherChannel（ポート チャネルとも呼ぶ）とは、1 つの論理リンクを構成するために組み合わさ
れた 2 つ以上の物理リンクの集まりのことです。レイヤ 2 プロトコルは、EtherChannel 上で 1 つ
の論理エンティティとして動作します。

マルチシャーシ EtherChannel（MEC）とは、VSS の 2 つのシャーシにまたがるポート チャネルで
す。アクセス スイッチでは、MEC は標準ポート チャネルとみなされます。図 4-4 を参照してく
ださい。

VSS では、1 つの VSS で 大 128 の EtherChannel がサポートされます。この制限値は、正規の 
EtherChannel と MEC を合わせた合計の数にも適用されます。VSL には 2 つの EtherChannel（各
シャーシに 1 つずつ）が必要であるため、ユーザが設定できる EtherChannel の数は 126 になりま
す。

図 4-4 MEC を備えた VSS

VSS の機能

ここでは、VSS の主要機能について、次の順序で説明します。

 • 冗長性とハイ アベイラビリティ（p.4-5）
 • パケット処理（p.4-5）
 • システム管理（p.4-5）
 • インターフェイスの命名規則（p.4-5）
 • ソフトウェア機能（p.4-5）
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VSS について 
冗長性とハイ アベイラビリティ

VSS では、SSO および Nonstop Forwarding（NSF）を使用して、アクティブ シャーシとスタンバ
イ シャーシの間でスーパーバイザ エンジンの冗長性が機能します。ピア シャーシは、VSL 全体
でコンフィギュレーション情報とステート情報を交換し、スタンバイ スーパーバイザ エンジン
はホット スタンバイ モードで動作します。

スタンバイ シャーシは、VSL を使用してアクティブ シャーシを監視します。障害を検出すると、
スタンバイ シャーシがスイッチオーバーを開始し、アクティブ ロールを代行します。故障した
シャーシが回復すると、スタンバイ ロールに戻ります。

VSL が完全に障害になると、スタンバイ シャーシはアクティブ シャーシが故障したと判断し、
スイッチオーバーを開始します。スイッチオーバーのあと、両方のシャーシがアクティブになる
と、デュアル アクティブ検出機能によりこの状態が検出され、回復アクションが開始されます。
デュアル アクティブ検出の詳細については、「デュアル アクティブ検出」（p.4-18）を参照してく
ださい。

パケット処理

アクティブ スーパーバイザ エンジンは、レイヤ 2 プロトコルおよびレイヤ 3 プロトコルと、VSS 
のための機能を実行し、両方のシャーシのための DFC モジュールを管理します。

VSS では、VSL を使用してピア シャーシ間でプロトコルおよびシステム情報を通信し、必要に
応じてシャーシ間でデータ トラフィックをやりとりします。

両方のシャーシは、インターフェイス上で入力トラフィックのパケット転送を行います。可能で
あれば、VSL を通過するデータ トラフィックを低減するため、入力トラフィックが同じシャー
シの出力インターフェイスに転送されます。

スタンバイ シャーシはアクティブにトラフィックを転送しているため、アクティブ スーパーバ
イザ エンジンはスタンバイ スーパーバイザ エンジン PFC とすべてのスタンバイ シャーシ DFC 
に更新情報を配信します。

システム管理

アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSS 制御のシングル ポイントとして機能します。たと
えば、アクティブ スーパーバイザ エンジンは両方のシャーシのスイッチング モジュールの OIR 
を処理します。アクティブ スーパーバイザ エンジンは、VSL を使用して、スタンバイ シャーシ
のローカル ポートとの間で、メッセージの送受信を行います。

両方のシャーシを制御するため、アクティブ スーパーバイザ エンジンのコマンド コンソールが
使用されます。仮想スイッチ モードでは、スタンバイ スーパーバイザ エンジン ブロックのコマ
ンド コンソールがコンフィギュレーション モードの開始を試みます。

スタンバイ シャーシでは、システム管理タスクのサブセットが実行されます。たとえば、スタン
バイ シャーシでは、それ自身の電源管理が行われます。

インターフェイスの命名規則

VSS モードでは、両方のシャーシで同じスロット番号が使用されるため、インターフェイスはス
イッチ番号（スロットとポートのほか）を使用して指定します。たとえば、コマンド interface 
1/5/4 では、スイッチ 1 のスロット 5 のスイッチング モジュールのポート 4 を指定します。コマン
ド interface 2/5/4 では、スイッチ 2 のスロット 5 のスイッチング モジュールのポート 4 を指定し
ます。

ソフトウェア機能

一部の例外はありますが、VSS には、スタンドアロンの Catalyst 6500 シリーズ スイッチと同等の
機能があります。主要な例外は、次のとおりです。

 • VSS では MPLS と IPv6 はサポートしていません。
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VSS について
 • VSS では 1 つのシャーシ内のスーパーバイザ エンジンの冗長性をサポートしていません。

 • VSS ではポート ACL（PACL）をサポートしていません。

 • VSS では Lawful Intercept（LI; 合法的傍受）をサポートしていない

ハードウェア要件

ここでは、VSS のハードウェア用件について、次の順序で説明します。

 • シャーシとモジュール（p.4-6）
 • VSL のハードウェア要件（p.4-6）
 • PFC、DFC、および CFC の要件（p.4-7）
 • マルチシャーシ EtherChannel（MEC）の要件（p.4-7）
 • その他のモジュール（p.4-7）

シャーシとモジュール

表 4-1 に、VSS シャーシとモジュールのハードウェア要件を示します。

VSL のハードウェア要件

VSL EtherChannel では、10 ギガビット イーサネット ポートのみがサポートされています。10 ギ
ガビット イーサネット ポートは、スーパーバイザ エンジン、WS-X6708-10GE-3C スイッチング 
モジュール、または WS-X6708-10GE-3CXL スイッチング モジュールに配置できます。

（注） WS-X6716-10GE 10 ギガビット イーサネット スイッチング モジュールは Cisco IOS ソフトウェア 
リリース 12.2(33)SXH2 以降サポートされていますが、VSL EtherChannel では使用できません。

スーパーバイザ エンジンの両方の 10 ギガビット イーサネット ポートを使用して、2 つのシャー
シ間で VSL を構成することを推奨します。

WS-X6708-10GE スイッチング モジュール上で 10 ギガビット イーサネット ポートを使用するこ
とにより、VSL EtherChannel に物理リンクを追加できます。

表 4-1 VSS のハードウェア要件 

ハードウェア 数 要件

シャーシ 2 VSS は、VS-S720-10G スーパーバイザ エンジンおよび 
WS-X6708-10GE スイッチング モジュールをサポートしている
シャーシで利用できます。

（注） 2 台のシャーシは、同じ機種である必要はありません。

スーパーバイザ エ
ンジン

2 VSS には、10 ギガバイト イーサネット ポートを搭載した Supervisor 
Engine 720 が必要です。2 台の VS-S720-10G-3C または 2 台の 
VS-S720-10G-3CXL スーパーバイザ エンジン モジュールを使用する
必要があります。

2 台のスーパーバイザ エンジンは、同一機種である必要があります。

スイッチング モ
ジュール

2+ VSS には、67xx シリーズのスイッチング モジュールが必要です。

VSS は、以前の CEF256 または dCEF256 スイッチング モジュールを
サポートしていません。仮想スイッチ モードでは、サポートされて
いないスイッチング モジュールは電源がオフのままとなります。
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VSS について 
PFC、DFC、および CFC の要件

VSS は CFC ハードウェアのある 67xx シリーズ スイッチング モジュールをサポートします。

VSS では、DFC3C ハードウェアと DFC3CXL ハードウェアはサポートしていますが、
DFC3A/3B/3BXL ハードウェアはサポートしていません。

VSS 内のスイッチング モジュールが DFC3C を使用してプロビジョニングされる場合、VSS 全体
を PFC3C モードで動作させる必要があります。VSS では DFC3C と DFC3CXL しかサポートされ
ていないため、VSS のシャーシ内の 67xx シリーズ スイッチング モジュールに DFC3A/3B/3BXL 
が搭載されている場合、モジュールの電源はオフのままになります。

スーパーバイザ エンジンが PFC3C を使用してプロビジョニングされる場合、一部のモジュール
が 3CXL であっても、VSS は自動的に 3C モードで動作します。ただし、スーパーバイザ エンジ
ンが PFC3CXL を使用してプロビジョニングされていて、一部のモジュールが 3C である場合、
VSS を 3C モードで動作するように設定する必要があります。platform hardware vsl pfc mode 
pfc3c コンフィギュレーション コマンドを実行すると、次の再起動後に、システムが 3C モードで
動作するよう設定されます。このコマンドの詳細については、「SSO の依存関係」（p.4-20）を参
照してください。

マルチシャーシ EtherChannel（MEC）の要件

67xx シリーズ スイッチング モジュールの物理リンクを使用して、MEC を実装できます。

その他のモジュール

次のサービス モジュールが Cisco IOS Release 12.2(33)SXH1 以降のリリースでサポートされていま
す。

 • Network Analysis Module（NAM; ネットワーク解析モジュール）（NAM-1 および NAM-2）
（WS-SVC-NAM-1 および WS-SVC-NAM-2）

WAN モジュールは、仮想スイッチ モードでは現在サポートされていません。

VSS トポロジについて

VSS は、VSL を使用して通信する 2 つのシャーシで構成されます。VSL は特別なポートのグルー
プです。

スーパーバイザ エンジンの両方の 10 ギガビット イーサネット ポートを VSL ポートとして構成す
ることを推奨します。または、任意でスイッチング モジュールの 10 ギガビット イーサネット 
ポートを含むように VSL ポート グループを構成することもできます。この構成では、VSL の能
力が拡張されます。トポロジの例については、図 4-5 を参照してください。

図 4-5 VSL のトポロジ例
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VSS について
VSS の冗長性

ここでは、VSS の冗長性によってネットワークのハイ アベイラビリティがどのようにサポート
されるかについて、次の順序で説明します。

 • 概要（p.4-8）
 • RPR と SSO の冗長性（p.4-8）
 • 障害となったシャーシの回復（p.4-9）
 • VSL の障害（p.4-10）
 • ユーザ アクション（p.4-10）

概要

VSS では、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの間で 
SSO が実行されます。スタンドアロン モードと比べて、VSS は、冗長性モデルにおいて次のよ
うな大きな違いがあります。

 • アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンは別のシャーシ
に配置され、VSL を使用して情報交換を行います。

 • アクティブ スーパーバイザ エンジンが VSS の両方のシャーシの制御を行います。アクティ
ブ スーパーバイザ エンジンで、レイヤ 2 およびレイヤ 3 制御プロトコルが実行され、両方の
シャーシのスイッチング モジュールが管理されます。

 • アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシの両方がデータ トラフィックの転送を行います。

アクティブ スーパーバイザ エンジンが障害となると、スタンバイ スーパーバイザ エンジンがス
イッチオーバーを開始し、アクティブ ロールを代行します。

RPR と SSO の冗長性

VSS では、次の条件を満たしている場合に、SSO 冗長性が機能します。

 • 両方のスーパーバイザ エンジンで同じソフトウェア バージョンが稼働していること。

 • 2 台のシャーシの VSL 関連の設定が一致していること。

 • PFC モードが一致していること。

 • SSO および nonstop forwarding（NSF）がシャーシごとに設定されていること。

VSS での SSO 冗長性の要件に関する詳細については、「SSO の依存関係」（p.4-20）を参照してく
ださい。SSO および NSF の設定については、第 5 章「NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの
冗長構成の設定」 を参照してください。

SSO 冗長性では、スタンバイ スーパーバイザ エンジンは、アクティブ スーバーバイザ エンジン
で障害が発生した場合に、制御を代行できるよう、常にスタンバイ状態となります。設定情報、
転送情報、ステート情報は、起動時やアクティブ スーパーバイザ エンジンの設定変更が発生し
たときに、アクティブ スーパーバイザエンジンから冗長スーパーバイザ エンジンへ同期するよ
うになっています。スイッチオーバー発生時のトラフィックの中断は 小限に抑えられます。

VSS が SSO 冗長性の要件を満たしていない場合、VSS では RPR が使用されます。RPR 冗長性で
は、アクティブ スーパーバイザ エンジンは、設定変更やステート情報をスタンバイ スーパーバ
イザ エンジンと同期しません。スタンバイ スーパーバイザ エンジンは一部のみが初期化され、
スタンバイ スーパーバイザ エンジンのスイッチング モジュールは起動されません。スイッチ
オーバーが発生すると、スタンバイ スーパーバイザ エンジンの初期化が 後まで行われ、ス
イッチング モジュールが起動されます。トラフィックは、約 2 分間中断します。

通常、VSS では、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジンの
間で stateful switchover（SSO）が実行されます（図 4-6 を参照）。初期化中に、VSS により、各
スーパーバイザ エンジンの役割が決定されます。
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VSS について 
スタンバイ シャーシのスーパーバイザ エンジンは、ホットスタンバイ ステートで動作します。
VSS は、VSL リンクを使用して、アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパー
バイザ エンジンに対して設定データを同期させます。また、ハイ アベイラビリティをサポート
しているプロトコルと機能により、スタンバイ スーパーバイザ エンジンに対してイベントやス
テート情報が同期されます。

図 4-6 VSS 内のシャーシの役割

障害となったシャーシの回復

アクティブ シャーシまたはスーパーバイザ エンジンが障害となると、VSS は SSO を開始し、ス
タンバイ状態であったスーパーバイザ エンジンがアクティブ ロールを代行します。障害となっ
たシャーシは、スーパーバイザ エンジンをリロードすることにより、回復アクションを実行しま
す。

スタンバイ シャーシまたはスーパーバイザ エンジンが障害となった場合、スイッチオーバーは
不要です。障害となったシャーシは、スーパーバイザ エンジンをリロードすることにより、回復
アクションを実行します。

障害となったシャーシの回復処理中は、VSL は利用できません。シャーシのリロードが完了する
と、新しいスタンバイ シャーシとなり、VSS は 2 台のシャーシ間で VSL を再初期化します。

（注） プリエンプションがイネーブルで、新しいスタンバイ シャーシがアクティブ シャーシよりもプ
ライオリティが高い場合、プライオリティの高いシャーシがアクティブとなるように、VSS で 2 
回めのスイッチオーバーが実行されます。プライオリティとプリエンプションの設定の設定につ
いては、「VSL のスイッチ プライオリティの設定」（p.4-32）を参照してください。

回復処理中は、障害となったシャーシのスイッチング モジュールは利用できないため、VSS は
アクティブ シャーシで終端する MEC リンクでのみ動作可能となります。VSS の帯域幅は、障害
となったシャーシの回復処理が完了して動作可能となるまで、縮小されます。障害となった
シャーシだけに接続されているデバイスは、停止します。

（注） SSO 後にスタンバイ シャーシのスイッチング モジュールが動作可能になったとき、VSS で一時
的にデータ パスの中断が発生することがあります。

SSO のあと、アクティブ スーパーバイザ エンジンの処理能力の大半は、スタンバイ シャーシの
多くのポートを同時に起動することに消費されます。その結果、スーパーバイザ エンジンがリン
クの転送を設定する前に一部のリンクが起動することがあります。これにより設定が完了するま
で、これらのリンクへのトラフィックは失われます。リンクが MEC リンクの場合、特にこの状
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第 4 章      VSS の設定         

VSS について
態は中断されます。Cisco IOS Release 12.2(33)SXH2 以降、すべてのポートを同時にアクティブに
するのではなく、小さなグループの非 VSL ポートを一定の期間アクティブにするようシステム
を設定できます。ポートのアクティブ化の遅延については、「スタンバイ回復時のポートのアク
ティブ化遅延の設定」（p.4-39）を参照してください。

VSL の障害

VLS 障害からの迅速な回復を保証するには、ハードウェアが高速リンク通知をサポートしている
すべてのポート チャネル メンバー（VSL ポートを含む）上で、仮想スイッチ モードで高速リン
ク通知をイネーブルにします。

（注） 高速リンク通知は、リンク デバウンス メカニズムとの互換性はありません。仮想スイッチ モー
ドでは、リンク デバウンスは、すべてのポート チャネル メンバー上でディセーブルです。

1 つの VSL 物理リンクがダウンした場合、VSS はポート グループを調整し、障害となったリンク
が選択されないようにします。

スタンバイ シャーシで完全な VSL リンクの障害が検出された場合、SSO が開始されます。アク
ティブ シャーシが障害となっている場合（VSL リンクのダウンが発生）は、前のセクションで
説明したように、シャーシの障害時の処理が行われます。

VSL のみが障害となって、アクティブ シャーシは正常に動作している場合、デュアル アクティ
ブ シナリオとなります。VSS で、両方のシャーシがアクティブ モードで動作していることが検
出され、回復アクションが実行されます。デュアル アクティブ シナリオの詳細については、

「デュアル アクティブ検出」（p.4-18）を参照してください。

ユーザ アクション

アクティブ シャーシのコマンド コンソールから、VSS のスイッチオーバーまたはリロードを開
始できます。

コマンド コンソールで reload コマンドを入力すると、VSS 全体のリロードが実行されます。

スタンバイ シャーシのみのリロードを行う場合は、redundancy reload peer コマンドを使用しま
す。

アクティブ スーパーバイザ エンジンからスタンバイ スーパーバイザ エンジンへのスイッチオー
バーを強制的に実行するには、redundancy force-switchover コマンドを使用します。

MEC
MEC は、VSS の両方のシャーシで終端する、ポート付きの EtherChannel です。ここでは、MEC 
について、次の順序で説明します。

 • 概要（p.4-10）
 • 障害シナリオ（p.4-11）

概要

MEC は、VSS の両方のシャーシで終端する、ポート付きの EtherChannel です（図 4-7 を参照）。
VSS MEC は、EtherChannel をサポートしているネットワーク要素（ホスト、サーバ、ルータ、ス
イッチなど）に接続できます。

VSS で、MEC は追加機能を持った EtherChannel であり、VSS は独立して各シャーシのポート全
体のロードバランシングを行います。たとえば、アクティブ シャーシにトラフィックが着信した
場合、VSS はアクティブ シャーシから MEC リンクを選択します。MEC 機能により、データ ト
ラフィックが不必要に VSL を通過しないよう制御できます。
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VSS について 
MEC で、PAgP または LACP をサポートするよう設定することもできます。これらのプロトコル
は、アクティブ シャーシ上でのみ動作します。スタンバイ シャーシの MEC リンクを宛先とする 
PAgP または LACP 制御パケットは、VSL を通して送信されます。

図 4-7 MEC のトポロジ例

MEC では、 大 8 つのアクティブ物理リンクのサポートが可能です。これを、アクティブ 
シャーシとスタンバイ シャーシに任意に分散させることができます。

障害シナリオ

各シャーシへのリンクを少なくとも 1 つ持つよう MEC を構成することを推奨します。この構成
により、VSL 帯域幅が確保され（トラフィックの出力リンクが入力リンクと同じシャーシ上に存
在）、ネットワークの信頼性が向上します（一方の VSS スーパーバイザ エンジンが障害となって
も、MEC は動作可能）。

ここでは、考えられる障害とその影響について、次の順序で説明します。

 • 単一 MEC リンクの検出（p.4-11）
 • アクティブ シャーシへのすべてのリンクの障害（p.4-11）
 • スタンバイ シャーシへのすべてのリンクの障害（p.4-12）
 • すべてのリンクの障害（p.4-12）
 • スタンバイ シャーシの障害（p.4-12）
 • アクティブ シャーシの障害（p.4-12）

単一 MEC リンクの検出

MEC 内のリンクが障害となった（そして MEC 内の別のリンクは動作している）場合、通常の
ポートと同様に、MEC は動作しているリンク間でロード バランシングを再調整します。

アクティブ シャーシへのすべてのリンクの障害

アクティブ シャーシへのすべてのリンクが障害となった場合、MEC はスタンバイ シャーシへの
動作可能なリンクを持つ通常の EtherChannel となります。
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VSS について
アクティブ シャーシで終端するデータ トラフィックは、スタンバイ シャーシへの VSL を通って 
MEC に到達します。制御プロトコルは、アクティブ シャーシで動作を続行します。プロトコル 
メッセージは、VSL を通って MEC に到達します。

スタンバイ シャーシへのすべてのリンクの障害

スタンバイ シャーシへのすべてのリンクが障害となった場合、MEC はアクティブ シャーシへの
動作可能なリンクを持つ通常の EtherChannel となります。

制御プロトコルは、アクティブ シャーシで動作を続行します。スタンバイ シャーシからのすべ
ての制御トラフィックおよびデータ パス トラフィックは、アクティブ シャーシへの VSL を通っ
て MEC に到達します。

すべてのリンクの障害

MEC 内のすべてのリンクが障害となった場合、EtherChannel の論理インターフェイスが 
unavailable に設定されます。レイヤ 2 制御プロトコルは、通常の EtherChannel のリンク ダウン イ
ベントと同様の修正措置を実行します。

隣接スイッチでは、ルーティング プロトコルと Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー 
プロトコル）により、通常の EtherChannel と同様の修正措置が実行されます。

スタンバイ シャーシの障害

スタンバイ シャーシが障害となった場合、MEC はアクティブ シャーシ上の動作可能なリンクを
持つ通常の EtherChannel となります。

接続されているスイッチにより、リンクの障害が検出され、アクティブ シャーシへのリンクのみ
を使用するようにロード バランシング アルゴリズムが調整されます。

アクティブ シャーシの障害

アクティブ シャーシが障害とった場合、SSO が実行されます。VSS での SSO の詳細については、
「VSS の冗長性」（p.4-8）を参照してください。スイッチオーバーの完了後、MEC は新しいアク
ティブ シャーシで動作可能になります。接続されているスイッチにより、（障害となったシャー
シへの）リンクの障害が検出され、新しいアクティブ シャーシへのリンクのみを使用するように
ロード バランシング アルゴリズムが調整されます。

図 4-8 MEC の構成例

パケット処理

VSS では、アクティブ スーパーバイザ エンジンは、レイヤ 2 プロトコルおよびレイヤ 3 プロトコ
ルと、VSS のための機能を実行し、両方のシャーシのための DFC モジュールを管理します。
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VSS について 
VSS では、VSL を使用してピア シャーシ間でプロトコルおよびシステム情報を通信し、2 台の
シャーシの間でデータ トラフィックをやりとりします。

両方のシャーシは、ローカル インターフェイス上で入力トラフィックのパケット転送を行いま
す。VSS では、VSL を必ず通過するデータ トラフィックの量が 小限に抑えられます。

ここでは、VSS のパケット処理について、次の順序で説明します。

 • VSL のトラフィック（p.4-13）
 • レイヤ 2 プロトコル（p.4-13）
 • レイヤ 3 プロトコル（p.4-14）
 • SPAN（p.4-16）

VSL のトラフィック

VSL では、2 台のシャーシ間のデータ トラフィックとインバンド制御トラフィックが送信されま
す。VSL リンク上を送信されるすべてのフレームは、特殊な 32 バイトのヘッダーでカプセル化
されます。このヘッダーには、VSS でピア シャーシ上のパケット転送を行うための情報が記述
されます。

VSL は、2 台のシャーシの間の制御メッセージを送信します。メッセージには、処理はアクティ
ブ スーパーバイザ エンジンで行われますが、スタンバイ シャーシのインターフェイスで送受信
されるプロトコル メッセージも含まれます。制御トラフィックには、アクティブ スーパーバイ
ザ エンジンとスタンバイ シャーシンのスイッチング モジュールの間のスイッチング モジュール 
プログラミングも含まれます。

VSS は、次の状況のとき、VSL 上でデータ トラフィックを送信する必要があります。

 • VLAN 上でレイヤ 2 トラフィックのフラッディングが発生しているとき（デュアル ホーム リ
ンクの場合でも）

 • 入力インターフェイスがスタンバイ シャーシ上にあるアクティブ スーパーバイザ エンジン
のソフトウェアでパケットが処理されているとき

 • 次のように、パケットの宛先がピア シャーシ上にあるとき

 – 既知の宛先インターフェイスがピア シャーシ上にある VLAN 内のトラフィック

 – マルチキャスト グループおよびマルチキャスト レシーバーのために複製されたトラ
フィックがピア シャーシ上にある場合

 – 既知のユニキャスト宛先 MAC アドレスがピア シャーシ上にある場合

 – パケットが、ピア シャーシ上のポートを宛先とする MAC 通知フレームである場合

VSL では、NetFlow エクスポート データや SNMP データなどのシステム データも、スタンバイ 
シャーシからアクティブ スーパーバイザ エンジンに送信します。

重要な機能のために VSL 帯域幅を確保するため、VSS では、VSL を通過するユーザ データのト
ラフィックを 小限に抑えるよう規定されています。たとえば、アクセス スイッチがデュアル 
ホームである（両方の VSS シャーシに MEC 終端が設置されている）場合、VSS は、入力リンク
と同じシャーシのリンクを使用してアクセス スイッチにパケットを送信します。

VSL のトラフィックは、EtherChannel で利用可能なのと同じグローバル ハッシュ アルゴリズムに
基づいてロード バランシングが行われます（デフォルトのアルゴリズムは送信元 / 宛先 IP）。

レイヤ 2 プロトコル

アクティブ スーパーバイザ エンジンはで、両方のシャーシのスイッチング モジュールを管理す
るため、レイヤ 2 プロトコル（STP や VTP など）が実行されます。スタンバイ シャーシのス
イッチング モジュールで送受信されるプロトコル メッセージは、VSL を通してアクティブ スー
パーバイザ エンジンに到達する必要があります。
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VSS について
ここでは、VSS のレイヤ 2 プロトコルについて、次の順序で説明します。

 • スパニング ツリー プロトコル（p.4-14）
 • 仮想トランク プロトコル（p.4-14）
 • EtherChannel 制御プロトコル（p.4-14）

スパニング ツリー プロトコル

アクティブ シャーシでは、STP が実行されます。スタンバイ シャーシは、VSL を通して STP 
BPDU をアクティブ シャーシにリダイレクトします。

通常、STP ブリッジ ID はシャーシの MAC アドレスから導出されます。スイッチオーバー後もブ
リッジ ID が変わらないように、VSS では STP ブリッジ ID のために元のシャーシの MAC アドレ
スを使用します。

仮想トランク プロトコル

Virtual Trunk Protocol（VTP; 仮想トランク プロトコル）では、アドバタイズメントのバージョン
制御用に、スイッチの IP アドレスとローカルの現在時刻を使用します。スイッチオーバーの完
了後、VTP は新しいアクティブ シャーシの IP アドレスを使用します。

EtherChannel 制御プロトコル

Link Aggregation Control Protocol（LACP）パケットと Port Aggregation Protocol（PAgP）パケット
には、デバイス ID が組み込まれます。VSS では、両方のシャーシの共通のデバイス ID が定義さ
れます。

デュアル アクティブ シナリオ検出をサポートするため、新しい PAgP 拡張が定義されています。
詳細については、「デュアル アクティブ検出」（p.4-18）を参照してください。

レイヤ 3 プロトコル

アクティブ スーパーバイザ エンジンの MSFC では、レイヤ 3 プロトコルと VSS 用の機能が実行
されます。両方のシャーシは、インターフェイス上で入力トラフィックのパケット転送を行いま
す。可能であれば、VSL を必ず通過するデータ トラフィックを低減するため、入力トラフィッ
クが同じシャーシの出力インターフェイスに転送されます。

スタンバイ シャーシはアクティブにトラフィックを転送しているため、アクティブ スーパーバ
イザ エンジンはスタンバイ スーパーバイザ エンジン PFC とすべてのスタンバイ シャーシ DFC 
に更新情報を配信します。

ここでは、VSS のレイヤ 3 プロトコルについて、次の順序で説明します。

 • IPv4（p.4-14）
 • IPv6 と MPLS（p.4-15）
 • IPv4 マルチキャスト（p.4-15）
 • ソフトウェア機能（p.4-15）

IPv4

アクティブ シャーシのスーパーバイザ エンジンでは、IPv4 ルーティング プロトコルが実行され、
必要なソフトウェア転送が行われます。

スタンバイ シャーシで受信したルーティング アップデートは、VSL を通してアクティブ シャー
シにリダイレクトされます。

ハードウェア転送は、VSS のすべての DFC に配信されます。アクティブ シャーシのスーパーバ
イザ エンジンは、FIB アップデートを、すべてのローカル DFC、リモート DFC、およびスタンバ
イ スーパーバイザ エンジン PFC に送信します。
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VSS について 
すべてのハードウェア ルーティングでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンによって割り当
てられたルータ MAC アドレスを使用します。スイッチオーバー後も、元の MAC アドレスが使
用されます。

（IPX などのプロトコルの）ソフトウェア転送と（フラグメンテーションや TTL 超過などの）機
能実行はすべて、アクティブ シャーシのスーパーバイザで行われます。スイッチオーバーが発生
すると、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが 新の CEF 情報や他の転送情報などを取
得するまで、ソフトウェア転送は中断します。

仮想スイッチ モードで Non-Stop Forwarding（NSF）をサポートするための要件は、スタンドアロ
ン モードの場合と同様です。NSF の要件の詳細については、『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS 
Configuration Guide』Release 12.2SX を参照してください。

ルーティング ピアの観点では、EtherChannel はスイッチオーバーの処理中も動作可能です（障害
となったシャーシへのリンクがダウンするだけなので、ルーティングの隣接部分は有効）。

VSS では、FIB エントリにローカル パス（VSL を通らないパス）を追加することにより、パス 
フィルタリングを実装します。そのため、IP 転送は、ローカル パス間でロード シェアリングを
実行します。所定の宛先への利用可能なローカル パスがない場合、VSS はリモート パス（VSL 
を通って到達可能）を追加するよう FIB エントリをアップデートします。

IPv6 と MPLS

VSS では、IPv6 と MPLS はサポートされていません。

IPv4 マルチキャスト

IPv4 マルチキャスト プロトコルは、アクティブ スーパーバイザ エンジン上で実行されます。ス
タンバイ スーパーバイザ エンジンで受信した Internet Group Management Protocol（IGMP; イン
ターネット グループ管理プロトコル）および PIM プロトコル パケットは、VSL を通してアク
ティブ シャーシに送信されます。

アクティブ スーパーバイザ エンジンは、SSO のためのレイヤ 2 情報を維持するため、スタンバ
イ スーパーバイザ エンジンに IGMP および PIM プロトコル パケットを送信します。

アクティブ スーパーバイザ エンジンは、スタンバイ スーパーバイザ エンジンとスイッチング モ
ジュール DFC に、マルチキャスト FIB と隣接関係テーブルのアップデートを配信します。

VSS では、レイヤ 3 マルチキャストの SSO はサポートされていません。マルチキャスト ルータ
は、スタンバイ スーパーバイザ エンジンのハードウェアで、ノード NSF アップデートを使用し
てプログラムされます。

仮想スイッチ モードでは、アクティブ シャーシはスタンバイ シャーシの Multicast Expansion 
Table（MET; マルチキャスト拡張テーブル）をプログラムしません。スタンバイ スーパーバイザ 
エンジンが、すべてのローカル マルチキャスト レシーバーの出力インターフェイスのハード
ウェア エントリをプログラムします。

アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシのすべてのスイッチング モジュールが出力可能であ
る場合、マルチキャスト複製モードが出力モードに設定されます。そうでない場合、モードは入
力モードに設定されます。

出力モードでは、複製が、特定のフローのための発信 VLAN ポートを持つ DFC に配信されます。
入力モードでは、すべての発信 VLAN のための複製が、入力 DFC で行われます。

VSL を通るパケットのために、入力シャーシですべてのレイヤ 3 マルチキャストの複製が行われ
ます。出力シャーシに複数のレシーバーがある場合、複製されたパケットが VSL 上で転送され
ます。

ソフトウェア機能 

ソフトウェア機能は、アクティブ スーパーバイザ エンジン上でのみ実行されます。ソフトウェ
ア処理の必要なスタンバイ シャーシへの着信パケットは、VSL を通して送信されます。
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VSS について
ハードウェアでサポートされる機能のために、ACL 設定がアクティブ スーパーバイザ エンジン、
スタンバイ スーパーバイザ エンジン、およびすべての DFC 上の TCAM マネージャに送信されま
す。

SPAN
VSS では、VSL 以外のインターフェイスのためのすべての SPAN 機能がサポートされます。VSS 
では、VSL インターフェイスの SPAN 機能もサポートされていますが、次の制限があります。

 • VSL がローカル SPAN 送信元として設定されている場合、SPAN 宛先インターフェイスは送
信元インターフェイスと同じシャーシ上になければなりません。

 • VSL を SPAN 宛先として設定することはできません。

 • VSL を、RSPAN、ERSPAN、出力専用 SPAN のトラフィック送信元として設定することはで
きません。

VSS で利用可能な SPAN セッションの数は、スタンドアロン モードで動作するシングル シャー
シの場合と同様です。

システム モニタリング

ここでは、VSS のシステム モニタリングおよびシステム管理について、次の順序で説明します。

 • 電源管理（p.4-16）
 • 環境モニタリング（p.4-16）
 • ファイル システムへのアクセス（p.4-16）
 • 診断（p.4-17）
 • サービス モジュール（p.4-17）
 • ネットワーク管理（p.4-17）

電源管理

アクティブ シャーシから、スタンバイ シャーシの電源関連の機能を制御できます。たとえば、
(no) power enable switch コマンドを使用すると、スタンバイ シャーシのモジュールおよびスロッ
トの電源を管理できます。show power switch コマンドを使用すると、現在の電源の設定および状
態を確認できます。

環境モニタリング

環境モニタリングは、両方のスーパーバイザ エンジンで実行されます。スタンバイ シャーシは、
アクティブ スーパーバイザ エンジンに通知をレポートします。アクティブ シャーシは、両方の
シャーシのログ メッセージを収集します。アクティブ シャーシは、カレンダーとシステム ク
ロックをスタンバイ シャーシと同期させます。

ファイル システムへのアクセス

アクティブ シャーシから、両方のシャーシのファイル システムにアクセスできます。スタンバ
イ シャーシのディレクトリにアクセスするには、デバイス名の先頭にスイッチ番号とスロット番
号を付加します。たとえば、dir sw2_slot5disk0 コマンドを使用すると、スタンバイ シャーシの 
disk0 の内容が表示されます（スイッチ 2 をスタンバイ シャーシと仮定）。スタンバイ シャーシの
ファイル システムへのアクセスは、VSL が動作可能状態である場合のみ可能です。
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診断

VSS で diagnostic schedule コマンドと diagnostic start コマンドを使用できます。仮想スイッチ 
モードでこれらのコマンドを使用するには、パラメータとして、コマンドの適用先となるシャー
シを指定する必要があります。

スイッチング モジュールまたはスーパーバイザ エンジン モジュールの VSL ポートを設定すると
き、診断スイートに VSL ポートのための追加テストが組み込まれます。

モジュール用の診断テスト スイートを表示するには、show diagnostic content コマンドを使用し
ます。

VSL の診断

VSL ポートが搭載された WS-X6708-10GE スイッチング モジュールでは、次の VSL 固有の診断テ
ストが利用できます。これらは、中断を伴うテストです。

 • TestVslBridgeLink 
 • TestVslLocalLoopback

VSL ポートが搭載された Supervisor Engine 720-10GE では、次の VSL 固有の診断テストが利用で
きます。これらは、中断を伴うテストです。

 • TestVSActiveToStandbyLoopback
 • TestVslBridgeLink
 • TestVslLocalLoopback

スイッチング モジュールまたはスーパーバイザ エンジンの VSL ポートでは、次の VSL 固有の診
断テストが利用できます。これは中断を伴わないテストです。

 • TestVslStatus

サービス モジュール

VSS では、NAM（WS-SVC-NAM-1 および WS-SVC-NAM-2）がサポートされています。

NAM と同じシャーシ内にあるスーパーバイザ エンジンにより、NAM の起動が制御されます。
NAM がオンラインになったあと、アクティブ スーパーバイザ エンジンから、NAM の設定とメ
ンテナンスのためのセッションを開始します。

アクティブ シャーシは、NAM モジュールがスタンバイ シャーシにある場合でも、NAM モ
ジュールのグレースフル シャットダウンを実行します。

NAM に接続するには、session コマンドを使用します。NAM がスタンバイ シャーシ上にある場
合、セッションは VSL を通して行われます。

ネットワーク管理

ここでは、VSS のネットワーク管理について、次の順序で説明します。

 • Telnet over SSH セッションおよびブラウザ ユーザ インターフェイス（p.4-17）
 • SNMP（p.4-18）
 • コマンド コンソール（p.4-18）

Telnet over SSH セッションおよびブラウザ ユーザ インターフェイス

VSS では、Telnet over SSH セッションおよび Cisco ブラウザ ユーザ インターフェイスを使用した
リモート アクセスがサポートされています。

リモート アクセスはすべてアクティブ スーパーバイザ エンジンに向けられ、ここで VSS 全体が
管理されます。
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VSS について
VSS でスイッチオーバーが発生すると、Telnet over SSH セッションおよびブラウザ セッションは
切断されます。

SNMP

SNMP エージェントは、アクティブ スーパーバイザ エンジン上で実行されます。

CISCO-VIRTUAL-SWITCH-MIB は仮想スイッチ モードのための新しい MIB で、次の主要部分で
構成されます。

 • cvsBlobalObjects — ドメイン番号、スイッチ番号、スイッチ モード

 • cvsCoreSwitchConfig — スイッチのプライオリティおよびプリエンプション

 • cvsChassisTable — シャーシの役割と動作期間 
 • cvsVSLConnectionTable — VSL ポート カウント、動作状態

 • cvsVSLStatsTable — 総パケット数、総エラー パケット数

 • cvsVSLPortStatsTable — TX/RX 正常、不正、双方向、および単一方向パケット

コマンド コンソール

両方のスーパーバイザ エンジンのコンソール ポートにケーブル接続します。コンフィギュレー
ション モードは、アクティブ スーパーバイザ エンジン用のコンソールでのみ使用できます。

スタンバイ シャーシのコンソールは、コマンド ラインのプロンプトに「-stdby」という文字が付
加され、シャーシがスタンバイ モードで動作していることが示されます。スタンバイ シャーシ
のコンソールは、コンフィギュレーション モードにできません。

次に、スタンバイ コンソールのプロンプトの例を示します。

Router-stdby> show switch virtual

Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 100
Local switch number          : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Standby
Peer switch number           : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Active

デュアル アクティブ検出

VSL が障害となると、スタンバイ シャーシでは、アクティブ シャーシの状態を検出できません。
スイッチオーバーが遅延なく行われるように、スタンバイ シャーシはアクティブ シャーシが障
害になったと判断し、スイッチオーバーを開始してアクティブ ロールを代行します。

元のアクティブ シャーシも正常に動作している場合、両方のシャーシがアクティブ状態になりま
す。この状況を、デュアル アクティブ シナリオと呼びます。デュアル アクティブ シナリオで
は、両方のシャーシで同じ IP アドレス、SSH キー、および STP ブリッジ ID が使用されるため、
ネットワークの安定性に悪影響を及ぼすことがあります。VSS は、デュアル アクティブ シナリ
オを検出し、回復アクションを実行する必要があります。

VSS では、デュアル アクティブ シナリオを検出するための、2 種類の方法がサポートされます。
1 つは、MEC リンク上で拡張 PAgP メッセージングを使用して 2 台のシャーシ間の通信を行う方
法です。もう 1 つは、バックアップ イーサネット接続上で IP BFD メッセージングを使用する方
法です。

両方の検出方式を、同時にアクティブに設定できます。PAgP 方式は、IP BFD 方式よりも迅速に
デュアル アクティブ シナリオを検出できるため、優先されます。
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VSS について 
ここでは、この 2 つの方式について、次の順序で説明します。

 • 拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出（p.4-19）
 • IP BFD を使用したデュアル アクティブ検出（p.4-19）
 • 回復アクション（p.4-19）

拡張 PAgP を使用したデュアル アクティブ検出

Port aggregation protocol（PAgP）は、EtherChannel を管理するためのシスコ独自のプロトコルで
す。VSS MEC がシスコのスイッチで終端する場合、MEC で PAgP プロトコルを実行できます。

PAgP が VSS とアップストリームまたはダウンストリームのスイッチの間の MEC 上で実行され
ている場合、VSS は PAgP を使用してデュアル アクティブ シナリオを検出できます。MEC は、
VSS の各シャーシに少なくとも 1 つのポートを持っている必要があります。

仮想スイッチ モードでは、PAgP メッセージには、アクティブ スイッチの ID を含む新しい new 
type length value（TLV）が記述されます。仮想スイッチ モードのスイッチのみが、新しい TLV 
を送信します。

デュアル アクティブ検出が正しく機能するには、接続されたスイッチの 1 つまたは複数で新しい 
TLV が処理できる必要があります。Supervisor Engine 32 または Supervisor Engine 720 を搭載した 
Catalyst 6500 シリーズ スイッチで Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(33)SXH1 以降が稼動して
いる場合、この機能に対応しています。拡張 PAgP をサポートしているシスコ製品の一覧につい
ては、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』を参照してください。

スタンバイ シャーシで VSL の障害が検出された場合、SSO が開始され、アクティブになります。
新しくアクティブになったシャーシから、接続されたスイッチに送信されるそれ以降の PAgP 
メッセージには、新しいアクティブ ID が記述されます。接続されたスイッチは、新しいアク
ティブ ID が記述された PAgP メッセージを、両方の VSS シャーシに送信します。

前にアクティブであったシャーシが動作可能な状態である場合、PAgP メッセージ内のアクティ
ブ ID が変更されているため、デュアル アクティブ シナリオを検出します。このシャーシは、

「回復アクション」（p.4-19）に示す要領で、回復アクションを開始します。

IP BFD を使用したデュアル アクティブ検出

IP BFD 検出方式を使用するには、2 台のスイッチ間の直接イーサネット接続をプロビジョニング
する必要があります。この接続では、両方のシャーシの IP アドレスが同じであるため、通常の
レイヤ 3 の ping は正しく機能しません。VSS では、代わりに Bidirectional Forwarding Detection
（BFD）プロトコルを使用します。

VSL がダウンすると、両方のシャーシが BFD ネイバーを作成し、隣接の確立を試みます。元の
アクティブ シャーシが隣接メッセージを受信すると、デュアル アクティブ シナリオであると認
識し、「回復アクション」（p.4-19）で示す回復アクションを開始します。

（注） VSS で FlexLinks が設定されている場合、PAgP 検出方式の使用を推奨します。同じ VSS で 
FlexLinks と BFD の両方のデュアル アクティブ検出を設定しないでください。

回復アクション

シャーシは、ネットワークからそれ自身を削除するためにすべての VSL 以外のインターフェイ
ス（シャットダウンから除外するよう設定されたインターフェイスを除く）をシャットダウン
し、VSL リンクが回復するまで回復モードで待ちます。VSL の障害から回復するために、ユーザ
の介入が必要な場合もあります。両方のシャーシで VSL の正常動作が検出されると、それまで
アクティブであったシャーシのリロードが行われ、スタンバイ シャーシとしてサービスを再開し
ます。
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VSS について
VSS の初期化

VSS は、2 台のシャーシと、その間の VSL リンクが動作可能になったときに実体化します。ピア 
シャーシは、VSL を通して通信し、シャーシの役割をネゴシエーションします。

一方のシャーシのみが動作可能になった場合、そちらがアクティブ ロールを担います。VSS は、
2 台めのシャーシが動作可能になり、両方のシャーシで VSL インターフェイスが起動されたとき
に実体化します。

ここでは、VSS の初期化について、次の順序で説明します。

 • 仮想スイッチ リンク プロトコル（p.4-20）
 • SSO の依存関係（p.4-20）
 • 初期化手順（p.4-21）

仮想スイッチ リンク プロトコル

Virtual Switch Link Protocol（VSLP; 仮想スイッチ リンク プロトコル）は、仮想スイッチの初期化
に使用される複数のプロトコルからなります。VSLP を構成するプロトコルは、次のとおりです。

 • ロール解決プロトコル

ピア シャーシは、Role Resolution Protocol（RRP; ロール解決プロトコル）を使用して、各
シャーシの役割（アクティブまたはスタンバイ）のネゴシエーションを行います。

 • リンク管理プロトコル

Link Management Protocol（LMP; リンク管理プロトコル）はすべての VSL リンク上で実行さ
れ、2 台のシャーシ間で通信を確立するために必要な情報を交換します。

LMP は単方向リンクを識別し、拒否します。LMP で単方向リンクが検出されると、この状
態を検出したシャーシはリンクをダウンさせ、VSLP のネゴシエーションを再開します。
VSL は、必要に応じて、制御トラフィックを別のポートに移動させます。

SSO の依存関係

VSS を SSO 冗長性と合わせて機能させるには、VSS が次の条件を満たしている必要があります。

 • ソフトウェア バージョンが同じであること

VSS の両方のスーパーバイザ エンジンで同じソフトウェア バージョンが稼働していなければ
なりません。

 • VSL の設定が整合していること

起動シーケンスでは、スタンバイ シャーシがアクティブ シャーシに対して、startup-config 
ファイルの仮想スイッチ情報を送信します。

アクティブ シャーシでは、両方のシャーシで次の情報が完全に一致していることを確認しま
す。

 – スイッチの仮想ドメイン

 – スイッチの仮想ノード 
 – スイッチのプライオリティ

 – スイッチのプリエンプション

 – VSL ポートチャネル：スイッチ仮想リンク ID
 – VSL ポート：チャネルグループ番号、シャットダウン、VSL ポートの総数

 – 電源の冗長モード

 – VSL モジュールで有効な電源
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VSS について 
VSS で不一致が検出されると、アクティブ シャーシのコンソールにエラー メッセージが出力
され、スタンバイ シャーシが RPR モードに切り替えられます。

コンフィギュレーション ファイルを修正したあと、アクティブ シャーシで copy 
running-config startup-config コマンドを入力してファイルを保存してから、スタンバイ 
シャーシを再起動します。

 • PFC のモード チェック

両方のスーパーバイザ エンジンが PFC3C を使用してプロビジョニングされる場合、一部の
スイッチング モジュールに 3CXL Daughter Feature Card（DFC; ドーター フィーチャ カード）
が搭載されていても、VSS は自動的に PFC3C モードで動作します。

ただし、スーパーバイザ エンジンが PRC3CXL を使用してプロビジョニングされていて、
DFC3C と DFC3CXL のスイッチング モジュールが混在している場合、システムの PFC モー
ドは、2 台のシャーシ間で 3C と 3CXL のスイッチング モジュールどのように分布しているか
によって変わります。

VSS の各シャーシによってそのシステムの PFC モードが決まります。所定のシャーシのスー
パーバイザ エンジンが PFC3CXL を使用してプロビジョニングされ、そのシャーシ内のすべ
てのスイッチング モジュールが DFC3CXL を使用してプロビジョニングされている場合、そ
のシャーシの PFC モードは PFC3CXL になります。ただし、DFC3C を使用してプロビジョニ
ングされたスイッチング モジュールが 1 台でもある場合、シャーシの PFC モードは PFC3C 
に設定されます。2 台のシャーシの PFC モードに違いがある場合、VSS は SSO モードではな
く、RPR モードで起動されます。この状況を回避するには、platform hardware vsl pfc mode 
pfc3c コマンドを実行して、次のリロード後に VSS を強制的に PFC3C モードで動作させるよ
うにします。

 • SSO および NSF がイネーブルである

SSO および NSF は両方のシャーシで設定し、イネーブルにする必要があります。SSO および 
NSF の設定および確認については、第 5 章「NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構
成の設定」 を参照してください。

これらの条件が満たされない場合、VSS は RPR 冗長モードで動作します。SSO と RPR の詳細に
ついては、「VSS の冗長性」（p.4-8）を参照してください。

初期化手順

ここでは、VSS の初期化手順について、次の順序で説明します。

 • VSL の初期化（p.4-21）
 • システムの初期化（p.4-22）
 • VSL のダウン（p.4-22）

VSL の初期化

VSS は、2 台のシャーシと、その間の VSL リンクが動作可能になったときに実体化します。初期
化が完了する前に両方のシャーシに役割（アクティブまたはスタンバイ）を割り当てる必要があ
るため、VSL は、システム別の部分が初期化される前にオンラインになります。初期化のシーケ
ンスは、次のとおりです。

1. VSS により、VSL ポートを搭載したすべてのカードが初期化されてから、VSL ポートが初期
化されます。

2. 2 台のシャーシが VSL を通して通信し、それぞれの役割（アクティブまたはスタンバイ）を
ネゴシエーションします。

3. アクティブ シャーシのブート シーケンスが 後まで行われます。ここでは、「SSO の依存関
係」（p.4-20）で説明する整合性検査も行われます。

4. 整合性検査で問題がなければ、スタンバイ シャーシが SSO スタンバイ モードで起動されま
す。整合性検査で問題があった場合、スタンバイ シャーシは RPR モードで起動します。
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VSS の設定時の注意事項および制約事項
5. アクティブ シャーシは、設定データとアプリケーション データを、スタンバイ シャーシと
同期させます。

システムの初期化

両方のシャーシを同時にブートすると、VSL ポートがアクティブになり、シャーシはアクティブ
およびスタンバイとして起動します。プライオリティが設定されている場合、プライオリティの
高いスイッチがアクティブになります。

1 台のシャーシだけをブートすると、VSL ポートは非アクティブのままで、シャーシはアクティ
ブとして起動します。あとからもう 1 台のシャーシをブートすると、VSL リンクがアクティブに
なり、そのシャーシはスタンバイとして起動します。プリエンプションが設定されていて、あと
からブートしたシャーシの方がプライオリティが高い場合、スイッチオーバーが開始され、アク
ティブ スイッチとなります。それまでアクティブだったシャーシはリロードされ、スタンバイと
して起動します。

VSL のダウン

両方のシャーシのブート時に VSL がダウンしていると、デュアル アクティブ シナリオと同じ状
態になります。

一方のシャーシがアクティブになり、もう一方のシャーシはデュアル アクティブ シナリオから
の回復を開始します。詳細については、「デュアル アクティブ検出の設定」（p.4-43）を参照して
ください。

VSS の設定時の注意事項および制約事項
VSS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に留意してください。

 • startup-config ファイルの VSS の設定が、両方のシャーシで一致している必要があります。

 • スイッチのプライオリティまたはプリエンプションの設定値を変更した場合、変更内容が反
映されるのは、コンフィギュレーション ファイルを保存して再起動したあとです。

VSL を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に留意してください。

 • 回線の冗長性については、VSL のため、スイッチごとに少なくとも 2 つのポートを設定する
ことを推奨します。モジュールの冗長性については、2 つのポートを各シャーシの別のス
イッチング モジュールで設定できます。

 • VSL を設定すると、no mls qos channel-consistency コマンドが自動的に適用されます。このコ
マンドを削除しないでください。

MEC を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に留意してください。

 • MEC のすべてのリンクは、同じ仮想ドメインのアクティブまたはスタンバイ シャーシで
ローカルに終端している必要があります。

 • LACP 制御プロトコルを使用する MEC の場合、minlinks に、MEC が動作する各シャーシ内の
物理リンクの 小数を定義します。

 • LACP 制御プロトコルを使用する MEC の場合、maxbundle に、VSS 全体の MEC 内のリンク
の 大数を定義します。

 • MEC では、LACP 1:1 冗長性がサポートされています。LACP 1:1 冗長性の詳細については、
「LACP 1:1 冗長性の設定」（p.4-41）を参照してください。

 • MEC は、別の VSS ドメイン上の別の MEC に接続できます。

デュアル アクティブ検出を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に留意してください。

 • VSS で FlexLinks が設定されている場合、PAgP 検出方式の使用を推奨します。同じ VSS で 
FlexLinks と BFD の両方のデュアル アクティブ検出を設定しないでください。
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VSS の設定 
 • 回線の冗長性については、デュアル アクティブ検出のため、スイッチごとに少なくとも 2 つ
のポートを設定することを推奨します。モジュールの冗長性については、2 つのポートを各
シャーシの別のスイッチング モジュールで設定できます。VSL のリンクを使用しないでくだ
さい。

VSS の設定
ここでは、VSS の設定方法について、次の順序で説明します。

 • VSS への変換（p.4-23）
 • VSS 情報の表示（p.4-30）
 • VSS をスタンドアロン シャーシに変換（p.4-30）
 • VSS のパラメータの設定（p.4-32）
 • MEC の設定（p.4-40）
 • デュアル アクティブ検出の設定（p.4-43）

VSS への変換

デフォルトでは、Catalyst 6500 シリーズ スイッチはスタンドアロン モード（スイッチはシングル 
シャーシ）で動作するよう設定されています。VSS は、2 台のスタンドアロン スイッチを結合し
て、仮想スイッチ モードで動作する 1 つの VSS にします。

2 台のスタンドアロン シャーシを VSS に変換するには、次の作業を行います。

 • スタンドアロンのコンフィギュレーション ファイルを保存します。

 • SSO および NSF を各シャーシに設定します。

 • 各シャーシを VSS として設定します。

 • VSS に変換します。

 • ピア VSL 情報を設定します。

仮想スイッチ モードでは、両方のシャーシで同じコンフィギュレーション ファイルを使用しま
す。アクティブ シャーシで設定変更を行った場合、この変更内容が自動的にスタンバイ シャー
シに伝播されます。

スタンドアロン シャーシを VSS に変換するのに必要な作業は、次のとおりです。

 • スタンドアロン構成のバックアップ（p.4-24）
 • SSO および NSF の設定（p.4-24）
 • 仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号の割り当て（p.4-25）
 • VSL のポート チャネルおよびポートの設定（p.4-26）
 • シャーシを仮想スイッチ モードに変換（p.4-27）
 • スタンバイ VSL 情報の自動設定（p.4-29）
 • （任意）スタンバイ シャーシ モジュールの設定（p.4-29）
次の手順で使用するコマンドの例は、図 4-9 のような構成を想定しています。
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VSS の設定
図 4-9 VSS の例

2 台のシャーシ A と B は、仮想スイッチ ドメイン 100 によって VSS に変換されます。スイッチ 1 
のインターフェイス 10 ギガビット イーサネット 5/1 がスイッチ 2 のインターフェイス 10 ギガ
ビット イーサネット 5/2 に接続されて、VSL を構成します。

スタンドアロン構成のバックアップ

スタンドアロン モードで動作している両方のシャーシのコンフィギュレーション ファイルを保
存します。これらのファイルは、仮想スイッチ モードからスタンドアロン モードに戻すときに
必要となります。スイッチ 1 で、次の作業を行います。

スイッチ 2 で、次の作業を行います。

SSO および NSF の設定

SSO および NSF は両方のシャーシで設定し、イネーブルにする必要があります。スイッチ 1 で、
次の作業を行います。

18
13

25 
VSL

 A
 1

 B
 2

T 5/1 T 5/2

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーションに保存
します。

ステップ 2  Switch-1# copy startup-config 
disk0:old-startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションを
バックアップ ファイルにコピーします。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーションに保存
します。

ステップ 2  Switch-2# copy startup-config 
disk0:old-startup-config

スタートアップ コンフィギュレーションを
バックアップ ファイルにコピーします。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2  Switch-1(config-red)# mode sso SSO を設定します。このコマンドを入力する
と、冗長スーパーバイザ エンジンがリロード
され、SSO モードでの処理が開始されます。

ステップ 3  Switch-1(config-red)# exit 冗長コンフィギュレーション モードを終了し
ます。
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VSS の設定 
スイッチ 2 で、次の作業を行います。

SSO および NSF の設定および確認については、第 5 章「NSF with SSO スーパーバイザ エンジン
の冗長構成の設定」 を参照してください。

仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号の割り当て

VSS の両方のシャーシに同じ仮想スイッチ ドメイン番号を設定する必要があります。仮想ス
イッチ ドメインは、1 ～ 255 の数値で、ネットワーク内の各 VSS で一意とします（ドメイン番号
は、各種 ID に組み込まれ、これらの ID がネットワーク内で一意であることが確認されます）。

VSS の内部で、各シャーシに一意のスイッチ番号を設定する必要があります。

両方のシャーシで仮想スイッチ ドメインおよびスイッチ番号を設定するには、スイッチ 1 で次の
作業を行います。

ステップ 4  Switch-1(config)# router ospf processID OSPF ルーティング プロセスをイネーブルに
して、ルータをルータ コンフィギュレーショ
ン モードにします。

ステップ 5  Switch-1(config-router)# nsf OSPF の NSF 動作をイネーブルにします。

ステップ 6  Switch-1(config-router)# end 終了して特権 EXEC モードにします。

ステップ 7  Switch-1# show running-config SSO および NSF が設定され、イネーブルに
なっていることを確認します。

ステップ 8  Switch-1# show redundancy states 動作中の冗長モードを表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2  Switch-2(config-red)# mode sso SSO を設定します。このコマンドを入力する
と、冗長スーパーバイザ エンジンがリロード
され、SSO モードでの処理が開始されます。

ステップ 3  Switch-2(config-red)# exit 冗長コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 4  Switch-2(config)# router ospf processID OSPF ルーティング プロセスをイネーブルに
して、ルータをルータ コンフィギュレーショ
ン モードにします。

ステップ 5  Switch-2(config-router)# nsf OSPF の NSF 動作をイネーブルにします。

ステップ 6  Switch-2(config-router)# end 終了して特権 EXEC モードにします。

ステップ 7  Switch-2# show running-config SSO および NSF が設定され、イネーブルに
なっていることを確認します。

ステップ 8  Switch-2# show redundancy states 動作中の冗長モードを表示します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# switch virtual domain 100 シャーシ A で仮想スイッチ ドメインを設定し
ます。
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VSS の設定
スイッチ 2 で、次の作業を行います。

（注） 両方のシャーシで同じコンフィギュレーション ファイルが使用されるため、スイッチ番号はス
タートアップ コンフィギュレーションおよび実行コンフィギュレーションに保存されません（た
だし、同じスイッチ番号を設定しないでください）。

VSL のポート チャネルおよびポートの設定

VSL は、各シャーシで一意のポート チャネルによって設定されます。変換中に、VSS はアク
ティブ シャーシ上で両方のポート チャネルを設定します。スタンバイ シャーシの VSL ポート 
チャネル番号に、他方で使用されているのと同じ数値が設定されている場合、VSS は RPR モー
ドで起動します。この状況を避けるため、両方のシャーシで両方のポート チャネル番号が利用で
きるかどうか確認してください。

ポート チャネル番号を確認するには、show running-config interface port-channel コマンドを使用
します。このコマンドを実行すると、ポート チャネルが VSL で利用できる場合、エラー メッ
セージが表示されます。たとえば、次のコマンドを実行すると、スイッチ 1 でポート チャネル 
20 が利用できることが示されます。

Switch-1 # show running-config interface port-channel 20
% Invalid input detected at '^' marker.

VSL ポート チャネルを設定するには、スイッチ 1 で次の作業を行います。

ステップ 2  Switch-1(config-vs-domain)# switch 1 シャーシ A を仮想スイッチの 1 番として設定
します。

ステップ 3  Switch-1(config-vs-domain)# exit config-vs-domain を終了します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# switch virtual domain 100 シャーシ B で仮想スイッチ ドメインを設定し
ます。

ステップ 2  Switch-2(config-vs-domain)# switch 2 シャーシ B を仮想スイッチの 2 番として設定
します。

ステップ 3  Switch-2(config-vs-domain)# exit config-vs-domain を終了します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# interface port-channel 10 スイッチ 1 でポート チャネル 10 を設定しま
す。

ステップ 2  Switch-1(config-if)# switch virtual link 1 スイッチ 1 をポート チャネル 10 のオーナーと
して関連付けます。

ステップ 3  Switch-1(config-if)# no shutdown ポート チャネルをアクティブにします。

ステップ 4  Switch-1(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。
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VSS の設定 
スイッチ 2 で、次の作業を行います。

ポート チャネルに VSL 物理ポートを追加する必要があります。次の例では、スイッチ 1 上のイ
ンターフェイス 10 ギガビット イーサネット 3/1 および 3/2 が、スイッチ 2 のインターフェイス 10 
ギガビット イーサネット 5/2 および 5/3 に接続されています。

ヒント 回線の冗長性については、VSL のため、スイッチごとに少なくとも 2 つのポートを設定すること
を推奨します。モジュールの冗長性については、2 つのポートを各シャーシの別のスイッチング 
モジュールで設定できます。

VSL ポートを設定するには、スイッチ 1 で次の作業を行います。

スイッチ 2 で、次の作業を行います。

シャーシを仮想スイッチ モードに変換

仮想スイッチ モードに変換するには、両方のシャーシを再起動する必要があります。リブート後
は、インターフェイスとモジュール / ポートを指定するコマンドに、スイッチ番号を追加しま
す。たとえば、スイッチング モジュール上のポートは、スイッチ / モジュール / ポートとして指
定します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# interface port-channel 20 スイッチ 2 でポート チャネル 20 を設定しま
す。

ステップ 2  Switch-2(config-if)# switch virtual link 2 スイッチ 2 をポート チャネル 20 のオーナーと
して関連付けます。

ステップ 3  Switch-2(config-if)# no shutdown ポート チャネルをアクティブにします。

ステップ 4  Switch-2(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1(config)# interface range 
tenGigabitEthernet 3/1-2

スイッチ 1 で、インターフェイス範囲 t3/1 ～ 2 
に対してコンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2  Switch-1(config-if)# channel-group 10 mode on このインターフェイスをチャネル グループ 10 
に追加します。

ステップ 3  Switch-1(config-if)# no shutdown ポートをアクティブにします

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2(config)# interface range 
tenGigabitEthernet 5/2-3

スイッチ 2 で、インターフェイス範囲 t5/2 ～ 3 
に対してコンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2  Switch-2(config-if)# channel-group 20 mode on このインターフェイスをチャネル グループ 20 
に追加します。

ステップ 3  Switch-2(config-if)# no shutdown ポートをアクティブにします
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再起動の前に、VSS は、スイッチ / モジュール / ポートの形式を使用するよう、スタートアップ 
コンフィギュレーションを変換します。スタートアップ コンフィギュレーション ファイルの
バックアップ コピーは、RP に保存されます。このファイルにはデフォルトの名前が割り当てら
れますが、必要に応じて名前を上書きして変更するように指示されます。

変換の前に、両方のシャーシで PFC の動作モードが一致していることを確認してください。一致
していない場合、VSS は RPR 冗長モードで起動します。現在の PFC モードを表示するには、各
シャーシで show platform hardware pfc mode コマンドを入力します。一方のシャーシだけが 
PFC3CXL モードの場合、platform hardware vsl pfc mode pfc3c コマンドによって、PFC3C モード
を使用するよう設定できます。

PFC の動作モードを確認するには、次の作業を行います。

シャーシ 1 を仮想スイッチ モードに変換するには、次の作業を行います。

シャーシ 2 を仮想スイッチ モードに変換するには、スイッチ 2 で次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1# show platform hardware pfc mode 両方のシャーシで PFC の動作モードが一致し
ていて、VSS が SSO 冗長モードで起動してい
ることを確認します。

ステップ 2  Switch-2# show platform hardware pfc mode 両方のシャーシで PFC の動作モードが一致し
ていて、VSS が SSO 冗長モードで起動してい
ることを確認します。

ステップ 3  Switch-1# platform hardware vsl pfc mode pfc3c （任意）シャーシ A で PFC 動作モードを 
PFC3C に設定します。

ステップ 4  Switch-2# platform hardware vsl pfc mode pfc3c （任意）シャーシ B で PFC 動作モードを 
PFC3C に設定します。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-1# switch convert mode virtual スイッチ 1 を仮想スイッチ モードに変換しま
す。

コマンドを入力すると、処理内容を確認する
よう指示されます。yes を入力します。

変換後のコンフィギュレーション ファイルが
作成され、RP ブートフラッシュに保存されま
す。

コマンド 目的

ステップ 1  Switch-2# switch convert mode virtual スイッチ 2 を仮想スイッチ モードに変換しま
す。

コマンドを入力すると、処理内容を確認する
よう指示されます。yes を入力します。

変換後のコンフィギュレーション ファイルが
作成され、RP ブートフラッシュに保存されま
す。
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（注） （プロンプトで yes を入力して）コマンドを確定すると、自動的に実行コンフィギュレーション
がスタートアップ コンフィギュレーションとして保存され、シャーシがリブートされます。リ
ブート後は、シャーシは仮想スイッチ モードとなるため、インターフェイスの指定時に 3 つの 
ID（スイッチ / モジュール / ポート）を使用することになります。

スタンバイ VSL 情報の自動設定

2 台のシャーシによる VSS の構成が完成しました。仮想スイッチ モードでは、コンフィギュレー
ション コマンドをアクティブ シャーシで入力します。スタートアップ コンフィギュレーション 
ファイルは、自動的にスタンバイ シャーシに同期化されます。

VSS が正しく動作するには、アクティブ シャーシが、VSL リンクの他の終端（スタンバイ 
シャーシ）の設定情報も必要です。VSL リンク情報をスタンバイ シャーシからアクティブ 
シャーシに自動的にコピーするには、switch accept mode virtual コマンドを入力します。アップ
デートされた設定は、アクティブ シャーシとスタンバイ シャーシのスタートアップ コンフィ
ギュレーション ファイルに自動的に保存されます。

switch accept mode virtual コマンドは、シャーシが VSS として初めて起動したときにのみ、この
処理を実行します。

スタンバイ シャーシの VSL リンク情報をアクティブ シャーシに自動的に設定するには、アク
ティブ シャーシで次の作業を行います。

（任意）スタンバイ シャーシ モジュールの設定

リブート後、各シャーシにはそれ自身のスロット用にプロビジョニングするモジュールが含まれ
ています。また、スタンバイ シャーシのモジュールは、アクティブ シャーシでデフォルト設定
により自動的にプロビジョニングされています。

スタンバイ シャーシ モジュールの設定は、デフォルト設定に復元されます（たとえば、IP アド
レスがない、など）。

コンフィギュレーション ファイルのモジュール プロビジョニング情報を表示するには設定を保
存したあとに show startup-config コマンドを入力します。

（注） コンフィギュレーション ファイルのこのセクションは、削除したり修正したりしないでくださ
い。

次に、コンフィギュレーション ファイルのモジュール プロビジョニング情報の例を示します。

module provision switch 1
 slot 1 slot-type 148 port-type 60 number 4  virtual-slot 17
 slot 2 slot-type 137 port-type 31 number 16  virtual-slot 18
 slot 3 slot-type 227 port-type 60 number 8  virtual-slot 19
 slot 4 slot-type 225 port-type 61 number 48  virtual-slot 20
 slot 5 slot-type 82 port-type 31 number 2  virtual-slot 21
module provision switch 2

コマンド 目的

Switch-1# switch accept mode virtual VSL リンク設定を、スタンバイ シャーシからアクティブ 
シャーシにコピーします。

VSS は、処理を実行する前に、コピーする設定内容を表
示し、処理を続行するかどうかの確認を求めます。

（注） このコマンドを正しく実行するには、スタンバイ 
シャーシをホット スタンバイ モードとします。
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 slot 1 slot-type 148 port-type 60 number 4  virtual-slot 33
 slot 2 slot-type 227 port-type 60 number 8  virtual-slot 34
 slot 3 slot-type 137 port-type 31 number 16  virtual-slot 35
 slot 4 slot-type 225 port-type 61 number 48  virtual-slot 36
 slot 5 slot-type 82 port-type 31 number 2  virtual-slot 37

VSS 情報の表示

VSS の基本情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

次に、これらのコマンドの情報出力の例を示します。

Router# show switch virtual
Switch mode                  : Virtual Switch
Virtual switch domain number : 100
Local switch number          : 1
Local switch operational role: Virtual Switch Active
Peer switch number           : 2
Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Router# show switch virtual role
Switch  Switch Status  Preempt    Priority  Role     Session ID
        Number         Oper(Conf) Oper(Conf)         Local  Remote
------------------------------------------------------------------
LOCAL    1     UP      FALSE(N)   100(100)  ACTIVE   0      0   
REMOTE   2     UP      FALSE(N)   100(100)  STANDBY  8158   1991

In dual-active recovery mode: No

Router# show switch virtual link
VSL Status: UP
VSL Uptime: 4 hours, 26 minutes
VSL SCP Ping: Pass OK
VSL ICC (Ping): Pass
VSL Control Link: Te 1/5/1

VSS をスタンドアロン シャーシに変換

VSS を 2 台のスタンドアロン シャーシに変換するには、次のような作業を行います。

 • VSS コンフィギュレーションをバックアップ ファイルにコピー（p.4-31）
 • アクティブ シャーシをスタンドアロンに変換（p.4-31）
 • ピア シャーシをスタンドアロンに変換（p.4-31）

コマンド 目的

Router# show switch virtual 仮想スイッチのドメイン番号、スイッチ番号、各シャー
シの役割を表示します。

Router# show switch virtual role VSS 内の各シャーシの役割、スイッチ番号、プライオリ
ティを表示します。

Router# show switch virtual link VSL のステータスを表示します。
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VSS コンフィギュレーションをバックアップ ファイルにコピー

アクティブ シャーシのコンフィギュレーション ファイルを保存します。このファイルは、仮想
スイッチ モードに再度変換する場合に必要となります。スタンバイ シャーシのコンフィギュ
レーション ファイルはアクティブ シャーシのコンフィギュレーション ファイルと同じなので、
アクティブ シャーシのコンフィギュレーション ファイルのみ保存すれば十分です。

アクティブ シャーシをスタンドアロンに変換

アクティブ シャーシをスタンドアロン モードに変換するとき、アクティブ シャーシは VSL リン
クとピア シャーシ モジュールに関連するプロビジョニング情報および設定情報を削除し、コン
フィギュレーション ファイルを保存し、リロードを実行します。シャーシは、スタンドアロン 
システムに関連するプロビジョニング データおよび設定データのみを使用して、スタンドアロン 
モードで起動します。

VSS のスタンバイ シャーシの方がアクティブになります。ピアは利用不可になっているため、
このシャーシの VSL リンクはダウンします。

アクティブ シャーシをスタンドアロン モードに変換するには、アクティブ シャーシで次の作業
を行います。

ピア シャーシをスタンドアロンに変換

新しくアクティブになったシャーシをスタンドアロン モードに変換するとき、シャーシは VSL 
リンクとピア シャーシ モジュールに関連するプロビジョニング情報および設定情報を削除し、
コンフィギュレーション ファイルを保存し、リロードを実行します。シャーシは、そのシャーシ
用のプロビジョニング データおよび設定データのみを使用して、スタンドアロン モードで起動
します。

ピア シャーシをスタンドアロン モードに変換するには、スタンバイ シャーシで次の作業を行い
ます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1# copy running-config startup-config （任意）実行コンフィギュレーションを、ス
タートアップ コンフィギュレーションに保存
します。この手順は、保存しておく実行コン
フィギュレーションに未保存の変更点がある
場合のみ必要となります。

ステップ 2 Switch-1# copy startup-config disk0:vs-startup-config スタートアップ コンフィギュレーションを
バックアップ ファイルにコピーします。

コマンド 目的

Switch-1# switch convert mode standalone スイッチ 1 をスタンドアロン モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指示さ
れます。yes を入力します。

コマンド 目的

Switch-2# switch convert mode standalone スイッチ 2 をスタンドアロン モードに変換します。

コマンドを入力すると、処理内容を確認するよう指示さ
れます。yes を入力します。
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VSS のパラメータの設定

ここでは、VSS のパラメータの設定方法について、次の順序で説明します。

 • VSL のスイッチ プライオリティの設定（p.4-32）
 • VSLP タイマーの設定（p.4-34）
 • PFC モードの設定（p.4-35）
 • 仮想スイッチ リンクの設定（p.4-35）
 • VSL 情報の表示（p.4-36）
 • VSL QoS の設定（p.4-37）
 • VSL ポート チャネルのサブコマンド（p.4-37）
 • VSL ポートのサブコマンド（p.4-38）
 • ルータ MAC アドレス割り当ての設定（p.4-38）
 • スタンバイ回復時のポートのアクティブ化遅延の設定（p.4-39）

VSL のスイッチ プライオリティの設定

スイッチ プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# switch virtual domain 100 仮想スイッチ ドメインに対してコンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vs-domain)# switch [1 | 2] priority 
[priority_num]

シャーシのプライオリティを設定します。プ
ライオリティの高いスイッチが、アクティブ 
ロールを担います。指定できる範囲は 1 ～ 
255 です。デフォルトは 100 です。

（注） 新しく設定したプライオリティ値が反
映されるのは、設定を保存して VSS の
リロードを実行したあとです。

プライオリティの高いスイッチが現在スタン
バイ状態になっている場合、スイッチオー
バーを開始することにより、アクティブ ス
イッチに切り替えることができます。
redundancy force-switchover コマンドを入力
します。

show switch virtual role コマンドを実行する
と、VSS の各スイッチの動作プライオリティ
と設定プライオリティが表示されます。

Router(config-vs-domain)# no switch [1 | 2] priority プライオリティ値をデフォルトのプライオリ
ティ値 100 にリセットします。新しく設定し
た値が反映されるのは、設定を保存してリ
ロードを実行したあとです。
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（注） スイッチのプライオリティまたはプリエンプションの設定値を変更した場合、変更内容が反映さ
れるのは、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルを
保存してリロードを実行したあとです。show switch virtual role コマンドを実行すると、プリエン
プションおよびプライオリティの設定値と動作値が表示されます。スタンバイ スイッチを手動で
アクティブ スイッチに設定するには、redundancy force-switchover コマンドを使用します。

次に、仮想スイッチのプライオリティを設定する例を示します。

Router(config)# switch virtual domain 100 
Router(config-vs-domain)# switch 1 priority 200
Router(config-vs-domain)# switch 1 preempt
Router(config-vs-domain)# exit

次に、VSS のプライオリティ情報とプリエンプション情報を表示する例を示します。

Router# show switch virtual role
Switch  Switch Status  Preempt    Priority  Role     Session ID
        Number         Oper(Conf) Oper(Conf)         Local  Remote
------------------------------------------------------------------
LOCAL    1     UP      FALSE(N)   100(200)  ACTIVE   0      0   
REMOTE   2     UP      FALSE(N)   100(100)  STANDBY  8158   1991

In dual-active recovery mode: No

ステップ 3 Router(config-vs-domain)# switch [1 | 2] preempt 
[delay]

プリエンプションをイネーブルにします。プ
リエンプションをイネーブルにすると、プラ
イオリティの高いスイッチがスイッチオー
バーを開始してアクティブになります（リ
ロードまたはスイッチオーバー後にスタンバ
イ状態で起動している場合）。

 • delay — （任意）スタンバイ シャーシが
アクティブ シャーシとして引き継ぐまで
の分数。指定できる範囲は 5 ～ 20 です。
デフォルトは 5 です。

（注） プリエンプションは、プライオリティ
の高いシャーシで設定してください。

（注） プリエンプションのイネーブルまたは
ディセーブルが反映されるのは、設定
を保存して VSS のリロードを実行した
あとです。

Router(config-vs-domain)# no switch [1 | 2] preempt プリエンプションをディセーブルにします。

ステップ 4 Router# show switch virtual role 現在のプライオリティおよびプリエンプショ
ンの設定を表示します。

コマンド 目的
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VSLP タイマーの設定

VSL リンクの一方の端から他方の端に対して、Hello メッセージが送信されます。Hello メッセー
ジの送信間隔を設定できます。 小受信間隔を設定することも可能です（この間に Hello メッ
セージを受信しない場合、リンクがダウンしているとみなされます）。

（注） VSLP タイマーのデフォルト値は、通常の設定に対しては有効です。タイマーの設定値が小さす
ぎると、VSL 障害が誤って検出され、デュアル アクティブ シナリオの回復アクションが行われ
る場合があります。デュアル アクティブ シナリオの詳細については、「デュアル アクティブ検
出」（p.4-18）を参照してください。

VSL のポート チャネル インターフェイスで VSLP 間隔を設定します。この間隔は、VSL の各物
理リンクに適用されます。

VSLP の hello パケット間隔を設定するには、次の作業を行います。

（注） 次に示す例のように、両方の VSL ポート チャネルに同じ VSLP 間隔値を設定することを推奨し
ます。そうしないと、スイッチオーバー後に値が変わってしまいます。

次に、ポート チャネル 10 およびポート チャネル 25 で VSLP の hello パケット間隔を 50 秒に設定
する例を示します。

Router(config)# interface port-channel 10
Router(config-if)# vslp interval 5000 min_rx 5000 multi 10
Router(config-if)# interface port-channel 25
Router(config-if)# vslp interval 5000 min_rx 5000 multi 10

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel num 特定のポート チャネルに対してインターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Router(config-if)# vslp interval 300-5000 min_rx 
300-10000 multiplier 3-50

VSLP の hello パケット間隔を設定します。

interval には、hello パケットの送信間隔をミリ
秒単位で指定します。指定できる範囲は 300 
～ 5000 です。デフォルトは 500 ミリ秒です。

mix_rx には、hello パケットの受信 小間隔を
ミリ秒単位で指定します。範囲は 300 ～ 
10000 です。

multiplier には、係数を指定します。範囲は 3 
～ 50 です。

（min_rx × multiplier）ミリ秒の間 hello パケッ
トを受信しない場合、リンクが機能していな
いとみなされます。

（注） デフォルト値（min_rx × multiplier）は 
60 秒です。

Router(config-if)# no vslp interval int min_rx int 
multi int

VSLP 間隔をデフォルト設定にリセットしま
す。

ステップ 3 Router# show vslp lmp timer アクティブ シャーシの現在の VSLP 間隔の設
定値を表示します。
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PFC モードの設定

VSS 内に DFC3C と DFC3CSL スイッチング モジュールが混在している場合、次の手順で PFC 
モードを設定します。

次に、VSS の PFC コンフィギュレーション モードを PFC3C に設定する例を示します。次のメン
テナンス ウィンドウで reload コマンドが実行されるのを待ちます。

Router(config)# platform hardware vsl pfc mode pfc3c
Router(config)# end
Router# reload

VSS のすべてのスーパーバイザ エンジンとスイッチング モジュールが 3CXL の場合、PFC モー
ドを PFC3C に設定しようとすると、次の警告が表示されます。

Router(config)# platform hardware vsl pfc mode pfc3c
PFC Preferred Mode: PFC3CXL. The discrepancy between Operating Mode and
Preferred Mode could be due to PFC mode config. Your System has all PFC3XL modules.
Remove ' platform hardware vsl pfc mode pfc3c ' from global config.

次に、PFC の動作モードと設定モードを表示する例を示します。

Router# show platform hardware pfc mode
PFC operating mode : PFC3C
Configured PFC operating mode : PFC3C

仮想スイッチ リンクの設定

ポート チャネルを VSL として設定するには、次の作業を行います。

（注） VSL の設定は、シャーシを VSS に変換する前に行うことを推奨します。

次に、VSL を設定する例を示します。

コマンド 目的

Router(config)# platform hardware vsl pfc mode pfc3c VSS の PFC コンフィギュレーション モードを PFC3C に
設定します。

（注） このコマンドの設定を反映させるには、システム
をリロードする必要があります。

Router(config-if)# no platform hardware vsl pfc mode 
pfc3c

PFC コンフィギュレーション モードをデフォルト設定
（PFC3CXL）にリセットします。

（注） このコマンドの設定を反映させるには、システム
をリロードする必要があります。

Router# show platform hardware pfc mode PFC モードの現在の設定値を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel channel-num 特定のポート チャネルに対してコンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# switch virtual link switch_num 指定のスイッチの仮想リンクに、ポート チャ
ネルを割り当てます。

Router(config-if)# no switch virtual link switch_num VSL 設定を削除します。
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Switch-1(config)# interface port-channel 10 
Switch-1(config-if)# switch virtual link 1
Switch-1(config-if)# no shutdown
Switch-1(config)# interface tenGigabitEthernet 5/1
Switch-1(config-if)# channel-group 10 mode on
Switch-1(config-if)# no shutdown

Switch-2(config)# interface port-channel 25 
Switch-2(config-if)# switch virtual link 2
Switch-1(config-if)# no shutdown
Switch-2(config-if)# interface tenGigabitEthernet 5/2
Switch-2(config-if)# channel-group 25 mode on
Switch-2(config-if)# no shutdown

VSL 情報の表示

VSL に関する情報を表示するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、VSL 情報を表示する例を示します。

Router# show switch virtual link 
VSL Status : UP
VSL Uptime : 1 day, 3 hours, 39 minutes
VSL SCP Ping : Pass
VSL ICC Ping : Pass
VSL Control Link : Gi1/4/2 

Router# show switch virtual link port-channel
VSL Port Channel Information

Flags:  D - down        P - bundled in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      N - not in use, no aggregation
        f - failed to allocate aggregator

        M - not in use, no aggregation due to minimum links not met
        m - not in use, port not aggregated due to minimum links not met
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+---------------------------------------------
10     Po10(RU)         -        Te1/5/4(P) Te1/5/5(P)
20     Po20(RU)         -        Te2/5/4(P) Te2/5/5(P)

Router# show switch virtual link port
VSL Link Info          : Configured: 2 Operational: 1

                          Peer         Peer    Peer      
Interface   State         MAC          Switch  Interface   
-----------------------------------------------------------------------
Te1/5/4   operational   0013.5fcb.1480  2    Te2/5/4  

コマンド 目的

Router# show switch virtual link VSL に関する情報を表示します。

Router# show switch virtual link port-channel VSL ポート チャネルに関する情報を表示します。

Router# show switch virtual link port VSL ポートに関する情報を表示します。
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Te1/5/5   link_down     -               -     -      

            Last operational         Current packet       Last Diag   Time since
Interface   Failure state            State                Result      Last Diag
-------------------------------------------------------------------------------
Te1/5/4 No failure               Hello bidir            Never ran   7M:51S
Te1/5/5 No failure               No failure             Never ran   7M:51S

          
                            Hello Tx (T4) ms        Hello Rx (T5*) ms
 Interface  State        Cfg     Cur     Rem     Cfg     Cur     Rem
----------------------------------------------------------------------
Te1/5/4 operational  500     500     404     5000    5000    4916
Te1/5/5 link_down    500     -       -       500000  -       -
Te2/5/4 operational  500     500     404     500000  500000  499916
Te2/5/5 link_down    500     -       -       500000  -       -
 *T5 = min_rx * multiplier

VSL QoS の設定

VSS では、デフォルト CoS マッピングを使用して（VSL ポートのマッピングは変更できません）、
信頼できる CoS のために VSL ポートを自動的に設定します。

ASIC 単位の設定をサポートしているスイッチング モジュールでは、VSL 設定が同じ ASIC 上の
すべてのポートに適用されます（VSL 以外のポートも含む）。

VSS は、VSL ポート（および同じ ASIC 上の VSL 以外のポート）の QoS コマンドをディセーブル
にします。たとえば、VSL ポートでは QoS キューイングまたはマップ コマンドは使用できませ
ん。

スーパーバイザ上の 10 ギガビット イーサネット ポートに対して 8 つの QoS 受信キューをすべて
イネーブルにするには、mls qos 10g-only グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力し
ます。

VSL ポート チャネルのサブコマンド

VSL ポート チャネルのコマンド コンソールでは、インターフェイス サブコマンドのサブセット
のみ利用できます。表 4-2 に、利用可能なインターフェイス サブコマンドを示します。

表 4-2 VSL ポート チャネルのインターフェイス サブコマンド  

サブコマンド 説明

default コマンドをデフォルト値に設定します。

description インターフェイスの説明文を入力します。

exit インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

load-interval インターフェイスのロード計算の間隔を指定
します。

logging インターフェイスのロギングを設定します。

mls マルチレイヤ スイッチングのサブコマンドを
指定します

no コマンドをディセーブルにします。または、
コマンドをデフォルトに設定します。

shutdown 選択したインターフェイスをシャットダウン
します。
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VSL ポートのサブコマンド

VSL ポート チャネルにポートがある場合、コマンド コンソールでは、インターフェイス サブコ
マンドのサブセットのみ利用できます。表 4-3 に、利用可能なインターフェイス サブコマンドを
示します。

ルータ MAC アドレス割り当ての設定

VSS を初めて起動したとき、 初のアクティブ スーパーバイザ エンジンは VSS にルータ MAC 
アドレスを割り当てます。デフォルトでは、スーパーバイザ エンジンはユーザのシャーシから 
MAC アドレスを割り当てます。2 番めのシャーシにスイッチオーバーしたあと、VSS は前のアク
ティブ シャーシからの MAC アドレスをルータ MAC アドレスとして使用し続けます。

まれなケースとして、両方のシャーシがあとで非アクティブになってから、 初のアクティブ 
スーパーバイザ エンジンになる 2 番めのスーパーバイザ エンジンを起動する場合があります。
この場合、VSS は 2 番めのシャーシのルータ MAC アドレスで起動します。GARP に応答せず、
VSS に直接接続されていない他のレイヤ 2 ホストは、VSS の以前のルータ MAC アドレスを維持

switch virtual link このポート チャネルに関連付けられたスイッ
チを指定します。

vslp VSLP インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを指定します。

表 4-2 VSL ポート チャネルのインターフェイス サブコマンド （続き）

サブコマンド 説明

表 4-3 VSL ポートのインターフェイス サブコマンド 

サブコマンド 説明

channel-group 指定したチャネル グループにインターフェイ
スを追加します。

default コマンドをデフォルト値に設定します。

description インターフェイスに説明を追加します。

exit インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

load-interval インターフェイスのロード計算の間隔を指定
します。

logging インターフェイスのロギングを設定します。

no コマンドをディセーブルにします。または、
コマンドをデフォルトに設定します。

priority-queue COS マップまたはプライオリティ キューの制
限を設定します。

rcv-queue COC マップまたはテール廃棄スレッシュホー
ルドを設定します。

shutdown 選択したインターフェイスをシャットダウン
します。

vslp VSLP インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを指定します。

wrr-queue WRR キューのパラメータを設定します。
4-38
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 4 章      VSS の設定

VSS の設定 
し、VSS とは通信できません。この状態を回避するには、MAC アドレスの 後のオクテットで
符号化されたドメイン ID を持ったアドレスの専用プールからルータ MAC アドレスを割り当てる
ように VSS を設定するか、または、MAC アドレスを指定します。

（注） ルータ MAC アドレスを変更する場合、新しいルータ MAC アドレスを有効にするには、新しい
ルータ MAC アドレスの仮想スイッチをリロードする必要があります。

ドメインベースのアドレスの専用プールからルータ MAC アドレスを割り当てられるように設定
するには、次の作業を行います。

ルータ MAC アドレスを指定するには、次の作業を行います。

次に、ドメインベースのアドレスの専用プールからルータ MAC アドレスの割り当てを設定する
例を示します。

Switch-1(config)# switch virtual domain 255 
Switch-1(config-vs-domain)# mac-address use-virtual 

次に、ルータ MAC アドレスを 16 進数形式で指定する例を示します。

Switch-1(config)# switch virtual domain 255 
Switch-1(config-vs-domain)# mac-address 0123.4567.89ab

スタンバイ回復時のポートのアクティブ化遅延の設定

障害となったシャーシをスタンバイ シャーシとして再起動するときにすべてのポートを同時にア
クティブ化するのではなく、非 VSL ポートのアクティブ化を遅らせ、グループのポートを一定
の期間アクティブ化するようシステムを設定できます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1(config)# switch virtual domain domain_id VSS コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Switch-1(config-vs-domain)# mac-address use-virtual ルータ MAC アドレスはドメインベースのア
ドレスの専用プールから割り当てられます。

Switch-1(config-vs-domain)# no mac-address 初のアクティブ シャーシのバックプレーン
からの MAC アドレスを使用してデフォルト
の設定に戻すには、このコマンドの no 形式
を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1(config)# switch virtual domain domain_id VSS コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Switch-1(config-vs-domain)# mac-address mac-address ルータ MAC アドレスは、2 バイトの 16 進数
の番号 3 つで指定されます。
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ポートのアクティブ化遅延を指定するには、次の作業を行います。

次に、ポートのアクティブ化を 120 秒遅らせ、20 のポートのグループ単位で 5 秒ごとにアクティ
ブ化するよう設定する例を示します。

Switch-1(config)# switch virtual domain 255 
Switch-1(config-vs-domain)# standby port delay 120
Switch-1(config-vs-domain)# standby port bringup 20 5

MEC の設定

MEC を、通常の EtherChannel と同様に設定します。VSS は、両方のシャーシのポートが 
EtherChannel に追加されるとき、EtherChannel が MEC であると認識します。MEC の設定を確認
するには、show etherchannel コマンドを入力します。

1 つの VSS で 大 128 のポート チャネルがサポートされます。

ここでは、MEC について詳しく説明します。

 • EtherChannel のハッシュ分散アルゴリズムの設定（p.4-40）
 • LACP 1:1 冗長性の設定（p.4-41）

EtherChannel のハッシュ分散アルゴリズムの設定

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(33)SXH1 より前のリリースは、固定アルゴリズムという負
荷分散アルゴリズムがサポートされていました。EtherChannel にポートを追加したり、
EtherChannel からポートを削除したりする場合、スイッチは EtherChannel 内の各ポートの ポート 
ASIC をアップデートします。これにより、各ポートで一時的な停止が発生します。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(33)SXH1 以降のリリースでは、適合アルゴリズムという新
しいアルゴリズムをサポートしています。適合アルゴリズムでは、既存のメンバー ポートに対し
てポート ASIC をアップデートする必要がありません。

VSS のデフォルトのアルゴリズムは、適合アルゴリズムです。アルゴリズム選択を、グローバル
に設定することも、特定のインターフェイスに対して設定することもできます。

コマンド 目的

ステップ 1 Switch-1(config)# switch virtual domain domain_id VSS コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Switch-1(config-vs-domain)# standby port delay 
delay-time

まずポートのアクティブ化を遅らせてから、
サイクルごとに実行するよう指定します。

delay-time では、ポートのアクティブ化が開
始するまでの時間（秒）を指定します。範囲
は 30 ～ 3600 です。

ステップ 3 Switch-1(config-vs-domain)# standby port bringup 
number cycle-time

サイクルごとにアクティブ化するポートの数
と、サイクルの間の待ち時間を指定します。

number では、サイクルごとにアクティブ化す
るポートの数を指定します。指定できる範囲
は 1 ～ 100 です。デフォルトは 1 ポートです。

cycle-time では、サイクルの間の待ち時間を指
定します。指定できる範囲は 1 ～ 10 です。デ
フォルトは 1 秒です。
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アルゴリズムを変更した場合、変更が適用されるのは、次のメンバー リンク イベントのときで
す。このようなイベントとしては、リンクのダウン、アップ、追加、削除、シャットダウンな
し、シャットダウンなどがあります。アルゴリズムを変更するコマンドを入力すると、次のメン
バー リンク イベントまでコマンドが反映されないという警告がコマンド コンソールで発行され
ます。

（注） 外部デバイスの中には、固定アルゴリズムが必要なものもあります。たとえば、Service Control 
Engine（SCE）では、着信パケットと発信パケットが同じポートを使用する必要があります。

ハッシュ分散アルゴリズムのグローバル設定

負荷分散型アルゴリズムをグローバルに設定するには、次の作業を行います。

次に、ハッシュ分散アルゴリズムを、適合アルゴリズムにグローバルに設定する例を示します。

Router(config)# port-channel hash-distribution adaptive

ポート チャネルへのハッシュ分散アルゴリズムの設定

特定のポート チャネル用にハッシュ分散アルゴリズムを設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート チャネル 10 に対して、ハッシュ分散アルゴリズムを適合として設定する例を示し
ます。

Router (config)# interface port-channel 10
Router (config-if)# port-channel port hash-distribution adaptive

LACP 1:1 冗長性の設定

LACP 1:1 冗長機能を使用すると、EtherChannel 設定で 1 つのアクティブ リンクが利用可能にな
り、ホット スタンバイ リンクへの高速スイッチオーバーが可能になります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# port-channel hash-distribution 
{adaptive | fixed}

ハッシュ分散アルゴリズムを設定します。

ステップ 2 Router(config)# {no | default} port-channel 
hash-distribution

ハッシュ分散アルゴリズムをデフォルトにリ
セットします（VSS のデフォルトは、適合ア
ルゴリズムです）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel channel-num ポート チャネルのインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# port-channel port 
hash-distribution {adaptive | fixed}

このインターフェイスのための負荷分散アル
ゴリズムを設定します。

（注） VSL ポート チャネルでは、適合ハッ
シュ分散アルゴリズムは利用できませ
ん。

ステップ 3 Router(config-if)# {no | default} port-channel port 
hash-distribution

負荷分散アルゴリズムをデフォルト（適合）
にリセットします。
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LACP 1:1 冗長性について

LACP 1:1 冗長性を使用するには、LACP EtherChannel に 2 つのポート（アクティブ 1 つとスタン
バイ 1 つ）を設定します。アクティブ リンクがダウンしても、EtherChannel はアップ状態のまま
で、ホット スタンバイ リンクへの高速スイッチオーバーが実行されます。障害となったリンク
が再度動作可能になると、EtherChannel が高速スイッチオーバーを再度実行し、元のアクティブ 
リンクに戻します。

LACP 1:1 冗長性機能（特に高速スイッチオーバー機能）が正しく機能するためには、リンクの
両方の端で機能をイネーブルにしておく必要があります。

LACP 1:1 冗長性の設定 

LACP 1:1 冗長性機能のためには、LACP EtherChannel に 2 つのリンクが必要です。アクティブに
なるのはそのうちの一方のみです。

リンク 1 はリンク 2 よりポートのプライオリティを高くする必要があり、LACP の 大バンドル
は 1 に設定する必要があります。この設定により、リンク 1 がアクティブになり、リンク 2 が
ホット スタンバイ状態になります。LACP EtherChannel がアクティブ リンクでリンク アップ状態
に移行するように、LACP の 小リンクは、1 に設定します。

LACP 1:1 冗長性機能を設定するには、次の作業を行います。

（注） LACP 1:1 冗長性機能（特に高速スイッチオーバー機能）が正しく機能するためには、
EtherChannel の両方の端で機能をイネーブルにしておく必要があります。

次に、LACP EtherChannel に 1:1 冗長性を設定する例を示します。ギガビット イーサネット 1/3/6 
は、高いポートのプライオリティが設定されているため、アクティブ リンクになります。

Router# configure terminal 
Router# lacp system-priority 33000
Router(config)# interface gigabitethernet 1/3/6 
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active 
Router(config-if)# lacp port-priority 33000
Router(config-if)# end 
Router(config)# interface gigabitethernet 2/3/6 
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel 
channel-num 

LACP ポート チャネル インターフェイスを選択
します。

ステップ 2 Router(config-if)# lacp fast-switchover EtherChannel の高速スイッチオーバー機能をイ
ネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# lacp max-bundle 1 アクティブ メンバー ポートの 大数を 1 に設定
します。

ステップ 4 Router(config-if)# port-channel min-links 1 アクティブ メンバー ポートの 小数を 1 に設定
します。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show running-config interface type1 
switch/slot/port 
Router# show interfaces type1 switch/slot/port 
etherchannel 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定を確認します。
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Router(config-if)# end 
Router(config)# interface port-channel 1 
Router(config-if)# lacp fast-switchover 
Router(config-if)# lacp max-bundle 1 
Router(config-if)# port-channel min-links 1 
Router(config-if)# end 

デュアル アクティブ検出の設定

ここでは、デュアル アクティブ検出の設定方法について、次の順序で説明します。

 • 拡張 PAgP デュアル アクティブ検出の設定（p.4-43）
 • BFD デュアル アクティブ検出の設定（p.4-44）
 • 除外リストの設定（p.4-45）
 • デュアル アクティブ検出の表示（p.4-46）

拡張 PAgP デュアル アクティブ検出の設定

拡張 PAgP が VSS とそのアクセス スイッチの間の MEC 上で実行されている場合、VSS は拡張 
PAgP メッセージングを使用してデュアル アクティブ シナリオを検出することができます。

デフォルトでは、PAgP デュアル アクティブ検出はイネーブルです。ただし、拡張メッセージ
は、信頼モードがイネーブルになっている場合のみ、ポート チャネル上で送信されます（信頼
モードについては、下記を参照）。

（注） PAgP デュアル アクティブ検出の設定を変更する前に、信頼モードがイネーブルになったすべて
のポート チャネルが管理ダウン ステートになっていることを確認してください。ポート チャネ
ルのインターフェイス 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。
デュアル アクティブ検出の設定が完了してポート チャネルを再アクティブ化するときは、忘れ
ずに no shutdown コマンドを使用してください。

PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルまたはディセーブルするには、次の作業を行いま
す。

PAgP デュアル アクティブ検出を行うポート チャネルに信頼モードを設定する必要があります。
デフォルトでは、信頼モードはディセーブルです。

（注） PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルにする場合、信頼モードを変更する前に、ポート 
チャネルを管理ダウン ステートに設定する必要があります。ポート チャネルのインターフェイ
ス 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。ポート チャネルの信頼
モードの設定が完了してポート チャネルを再アクティブ化するときは、忘れずに no shutdown コ
マンドを使用してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 拡張 PAgP メッセージの送信をイネーブルに
します。

Router(config-vs-domain)# no dual-active detection 
pagp

拡張 PAgP メッセージの送信をディセーブル
にします。
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ポート チャネルで信頼モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、PAgP デュアル アクティブ検出をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface port-channel 20
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# switch virtual domain 100
Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 
Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp trust channel-group 20
Router(config-vs-domain)# exit
Router(config)# interface port-channel 20
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

次に、信頼できるポート チャネルがシャットダウンされていない状態で PAgP デュアル アクティ
ブ検出をイネーブルにしようとしたときに表示されるエラー メッセージの例を示します。

Router(config)# switch virtual domain 100
Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 
Trusted port-channel 20 is not administratively down. 
To change the pagp dual-active configuration, “shutdown” these port-channels first. 
Remember to “no shutdown” these port-channels afterwards.

次に、シャットダウンされていないポート チャネルに信頼モードを設定しようとしたときに表示
されるエラー メッセージの例を示します。

Router(config)# switch virtual domain 100
Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp trust channel-group 20
Trusted port-channel 20 is not administratively down. To change the pagp dual-active trust 
configuration, “shutdown” the port-channel first. Remember to “no shutdown” the 
port-channel afterwards.

BFD デュアル アクティブ検出の設定

BFD デュアル アクティブ検出の場合、BFD メッセージング リンクとして機能するデュアル アク
ティブ インターフェイス ペアを設定し、BFD デュアル アクティブ検出メカニズムをイネーブル
にする必要があります。

BFD デュアル アクティブ検出を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vs-domain)# dual-active detection pagp 
trust channel-group group_number 

指定したポート チャネルの信頼モードをイ
ネーブルにします。

Router(config-vs-domain)# no dual-active detection 
pagp trust channel-group group_number 

指定したポート チャネルの信頼モードをディ
セーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vs-domain)# dual-active detection bfd BFD デュアル アクティブ検出方式をイネーブ
ルにします。デフォルトでは、BFD 検出はイ
ネーブルです。

Router(config-vs-domain)# no dual-active detection 
bfd

BFD デュアル アクティブ検出方式をディセー
ブルにします。
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デュアル アクティブ インターフェイス ペアを設定する際は、次の点に注意してください。

 • まず、個々のポートの IP アドレスと BFD の設定を行う必要があります。設定は、デュアル 
アクティブ インターフェイス ペアを追加するときに有効になります。

 • デュアル アクティブ ペアに割り当てる IP アドレスは、異なる 2 つのネットワークまたはサ
ブネットワークのものとします。

 • レイヤ 3 BFD デュアル アクティブ検出が正しく機能するように、BFD タイマーには、リンク
の両端のポートで同じ値を設定する必要があります。

 • インターフェイスでは、MAC アドレスは指定できません。

（注） BFD 間隔と係数値には、小さい値を設定することを推奨します（たとえば、間隔には 50 ～ 100 
ミリ秒、係数値には 3 を設定）。間隔と係数の値のが大きいと、デュアル アクティブ モードの回
復が開始されるまでの遅延時間が長くなります。VSS がデュアル アクティブ モードで動作して
いる場合、ネットワークが不安定になることがあります。

次に、BFD デュアル アクティブ検出のためのインターフェイスを設定する例を示します。

Router (config)# interface gigabitethernet 1/9/48
Router (config-if)# no switchport
Router (config-if)# ip address 200.230.230.231 255.255.255.0
Router (config-if)# bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 50
Router (config-if)# no shutdown
Router (config-if)# interface gigabitethernet 2/1/48
Router (config-if)# no switchport
Router (config-if)# ip address 201.230.230.231 255.255.255.0
Router (config-if)# bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 50
Router (config-if)# no shutdown
Router (config-if)# exit
Router (config)# switch virtual domain 100
Router (config-vs-domain)# dual-active detection bfd
Router (config-vs-domain)# dual-active pair interface g 1/9/48 interface g 2/1/48 bfd

adding a static route 200.230.230.0 255.255.255.0 Gi2/1/48 for this dual-active pair
adding a static route 201.230.230.0 255.255.255.0 Gi1/9/48 for this dual-active pair
Router(config-vs-domain)# exit
Router(config)# exit
Router# show switch virtual dual-active bfd 
Bfd dual-active detection enabled: Yes
Bfd dual-active interface pairs configured:
  interface1 Gi1/9/48 interface2 Gi2/1/48

除外リストの設定

デュアル アクティブ シナリオが検出された場合、回復アクションの一部として、シャーシで 
VSL 以外のすべてのインターフェイスをシャットダウンします。このアクションから除外する 1 
つまたは複数のインターフェイスを指定できます（たとえば、シャーシへのリモート アクセスの
ために使用するインターフェイスを除外）。

ステップ 3 Router(config-vs-domain)# dual-active pair interface 
int_1 interface int_2 bfd

インターフェイスのデュアル アクティブ ペア
を設定します。

インターフェイスは、直接接続します（1 つ
のレイヤ 3 ホップ）。

Router(config-vs-domain)# no dual-active pair 
interface int_1 interface int_2 bfd

インターフェイスのデュアル アクティブ ペア
を削除します。

コマンド 目的
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VSS の設定
デュアル アクティブ回復によるシャットダウンの対象外とするインターフェイスを指定するに
は、次の作業を行います。

除外リストを設定する際、次の点に注意してください。

 • インターフェイスは、IP アドレスによって設定された物理ポートとします。

 • VSL ポートをインターフェイスとすることはできません。

 • インターフェイスを IP BFD デュアル アクティブ検出に使用することはできません。

次に、インターフェイスを除外項目として設定する例を示します。

Router(config)# switch virtual domain 100
Router (config-vs-domain)# dual-active exclude interface gigabitethernet 1/5/5

デュアル アクティブ検出の表示

デュアル アクティブ検出の情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、BFD デュアル アクティブ検出のための情報を表示する例を示します。

Router# show switch virtual dual-active bfd 
Bfd dual-active detection enabled: Yes

No bfd dual-active interface pairs configured

次に、デュアル アクティブ検出のためのサマリー ステータスを表示する例を示します。

Router# show switch virtual dual-active summary 
Pagp dual-active detection enabled: Yes
Bfd dual-active detection enabled: Yes

No interfaces excluded from shutdown in recovery mode

In dual-active recovery mode:No

次に、PAgP ステータスと、信頼モードがイネーブルに設定されたチャネル グループを表示する
例を示します。

Router# show pagp dual-active 
PAgP dual-active detection enabled: Yes
PAgP dual-active version: 1.1

Channel group 3 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: No
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# switch virtual domain domain_id 仮想スイッチ サブモードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vs-domain)# dual-active exclude 
interface int

デュアル アクティブ回復によるシャットダウ
ンの対象から除外するインターフェイスを指
定します。

Router(config-vs-domain)# no dual-active exclude 
interface int

除外リストからインターフェイスを削除しま
す。

コマンド 目的

Router# show switch virtual dual-active [bfd | pagp 
| summary]

デュアル アクティブ検出の設定とステータスに関する情
報を表示します。
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Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Fa1/2/33  No              None                 None      N/A

Channel group 4
Dual-Active trusted group: Yes
No interfaces configured in the channel group

Channel group 5
Dual-Active trusted group: Yes
Channel group 5 is not participating in PAGP

Channel group 10 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: Yes
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi1/6/1   Yes             eden-nbr-            Gi1/5/1   1.1
Gi2/5/1   Yes             eden-nbr-            Gi1/5/2   1.1
          
Channel group 11 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: No
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Gi1/6/2   Yes             eden-nbr-            Gi1/3/1   1.1
Gi2/5/2   Yes             eden-nbr-            Gi1/3/2   1.1

Channel group 12 dual-active detect capability w/nbrs Dual-Active trusted group: Yes
          Dual-Active     Partner              Partner   Partner
Port      Detect Capable  Name                 Port      Version
Fa1/2/13  Yes             eden-nbr-            Fa1/2/13  1.1
Fa1/2/14  Yes             eden-nbr-            Fa1/2/14  1.1
Gi2/1/15  Yes             eden-nbr-            Fa1/2/15  1.1
Gi2/1/16  Yes             eden-nbr-            Fa1/2/16  1.1

（注） show switch virtual dual-active pagp コマンドの出力内容は、show pagp dual-active コマンドの出力
内容と同じです。
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの
冗長構成の設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチで、SSO 機能を備えた Cisco Nonstop Forwarding
（NSF; ノンストップ フォワーディング）を使用してスーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定す
る方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • Cisco ME 6500 Series Ethernet switches は、以下の冗長構成をサポートしません。

 • NSF with SSO は、IPv6 マルチキャスト トラフィックをサポートしていません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要（p.5-1）
 • スーパーバイザ エンジンの設定の同期化（p.5-9）
 • NSF 設定作業（p.5-11）
 • 冗長スーパーバイザ エンジンへのファイルのコピー（p.5-19）

NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概
要 

ここでは、NSF with SSO を使用したスーパーバイザ エンジンの冗長構成について説明します。

 • NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要（p.5-2）
 • SSO の動作（p.5-2）
 • NSF の動作（p.5-2）
 • CEF（p.5-3）
 • マルチキャスト MLS NSF with SSO（p.5-3）
 • ルーティング プロトコル（p.5-4）
 • NSF の利点と制約事項（p.5-7）
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要
NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要

（注） • fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力しない限り、冗長スーパーバイザ エン
ジン上の 2 つのギガビット イーサネット インターフェイスは常にアクティブです。

 • Supervisor Engine 720 では、インストールされているすべてのスイッチング モジュールに 
DFC がある場合、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力して両方のスーパーバ
イザ エンジンでイーサネット ポートをディセーブルにします。これにより、すべてのモ
ジュールが dCEF モードで動作することが保証され、冗長スーパーバイザ エンジンへのス
イッチオーバーが簡略化されます（CSCec05612）。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチは、プライマリ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に冗長
スーパーバイザ エンジンに処理を引き継ぐことにより、耐障害性を強化できます。Cisco NSF は 
SSO と連動して、IP パケットの転送を継続しながら、スイッチオーバー後にユーザがネットワー
クを使用できない時間を 小限に抑えます。また Catalyst 6500 シリーズ スイッチでは、route 
processor redundancy（RPR）および single router mode with stateful switchover（SRM with SSO）もサ
ポートします。これらの冗長構成モードの詳細については、第 6 章「RPR スーパーバイザ エンジ
ンの冗長構成の設定」 を参照してください。

次のイベントが発生すると、スイッチオーバーが行われます。

 • アクティブ スーパーバイザ エンジンでのハードウェア障害

 • スーパーバイザ エンジン間のクロック同期損失

 • 手動スイッチオーバー

SSO の動作

SSO は、スーパーバイザ エンジンの 1 つをアクティブに設定してもう 1 つのスーパーバイザ エン
ジンをスタンバイに指定し、その後これらの間で情報を同期させます。アクティブ スーパーバイ
ザ エンジンが故障したり、スイッチから取り外されたり、またはメンテナンスのため手動で
シャットダウンしたりするような場合に、アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スー
パーバイザ エンジンへのスイッチ オーバーが発生します。このタイプのスイッチオーバーでは、
レイヤ 2 トラフィックは中断されません。

SSO を実行しているネットワーキング装置では、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障し
たあとに冗長スーパーバイザ エンジンがいつでも制御を行えるように、両方のスーパーバイザ 
エンジンが同じ設定で動作していなくてはなりません。また SSO スイッチオーバーでは、
Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）および隣接エントリを維持していて、スイッ
チオーバー後にレイヤ 3 トラフィックを転送できます。設定情報とデータ構造は、起動時やアク
ティブ スーパーバイザ エンジンの設定変更が発生したときに、アクティブ スーパーバイザエン
ジンから冗長スーパーバイザ エンジンへ同期するようになっています。2 つのスーパーバイザ エ
ンジン間の初期同期後に、SSO は転送情報などの両者間のステート情報を維持しています。

スイッチオーバー時に、システム制御およびルーティング プロトコル実行はアクティブ スー
パーバイザから冗長スーパーバイザ エンジンに転送されます。アクティブ スーパーバイザ エン
ジンから冗長スーパーバイザ エンジンへの切り替えには、0 ～ 3 秒かかります。

NSF の動作

Cisco NSF は、常に SSO とともに稼働し、レイヤ 3 トラフィックの冗長機能を提供します。NSF 
は、SSO と連動して、スイッチオーバー後にユーザがネットワークを使用できない時間を 小限
に抑えます。NSF の主な目的は、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後に IP パケット
の転送を継続させることです。
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要    
Cisco NSF は、ルーティングについては Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プ
ロトコル）、OSPF、および IS-IS プロトコルで、転送については Cisco Express Forwarding（CEF; 
シスコ エクスプレス フォワーディング）でサポートされています。ルーティング プロトコルは 
NSF 機能と NSF 認識によって強化されています。つまり、これらのプロトコルを実行している
ルータは、スイッチオーバーを検出し、ネットワーク トラフィックの転送を継続して、ピア装置
からのルーティング情報を回復するための必要な措置を行います。ピア装置から情報を受信する
のではなく、スイッチオーバー後のルーティング情報を回復するためにアクティブ スーパーバイ
ザ エンジンと冗長スーパーバイザ エンジンとの間で同期しているステート情報を使用するよう
に、IS-IS プロトコルを設定できます。

ネットワーキング装置は、NSF 互換ソフトウェアを実行している場合に NSF を認識します。NSF 
をサポートするように装置を設定した場合に装置は NSF 対応になります。NSF 認識ネイバーま
たは NSF 対応ネイバーからルーティング情報を再構築します。

スイッチオーバー中にルーティング プロトコルが Routing Information Base（RIB; ルーティング情
報ベース）テーブルを再構築している間、各プロトコルは CEF に依存してパケット転送を継続
します。ルーティング プロトコルが収束したあと、CEF が FIB テーブルを更新して失効したルー
ト エントリを削除します。次に、CEF は新しい FIB 情報でラインカードを更新します。

CEF
NSF で重要となる要素は、パケット転送です。シスコのネットワーキング装置では、パケット転
送は CEF で提供されます。CEF は FIB を維持し、スイッチオーバー時に使用中の FIB 情報を使用
してスイッチオーバー中のパケット転送を継続します。この機能により、スイッチオーバー中の
トラフィックの中断を低減できます。

通常の NSF 動作中に、アクティブ スーパーバイザ エンジンの CEF が現行の FIB および隣接デー
タベースを冗長スーパーバイザ エンジンの FIB および隣接データベースと同期させます。アク
ティブ スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーでは、冗長スーパーバイザ エンジンに 初
からアクティブ スーパーバイザ エンジンで使用中のミラー イメージである FIB と隣接データ
ベースがあります。インテリジェント ライン カードを使用したプラットフォームでは、ライン 
カードはスイッチオーバーの前後で現行の転送情報を維持します。転送エンジンを使用したプ
ラットフォームでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンの CEF によって送信される変更を使
用して、CEF が冗長スーパーバイザ エンジンの転送エンジンを 新の状態に保ちます。ライン 
カードや転送エンジンは、インターフェイスやデータ パスが使用可能であるかぎりはスイッチ
オーバー後も転送を継続できます。

ルーティング プロトコルがプレフィクスごとに RIB を再び読み込み始めるため、CEF に対して
プレフィクスごとの更新が行われます。CEF はこれを使用して FIB と隣接データベースを更新し
ます。既存エントリと新規エントリが 新であることを示す新しいバージョン（「エポック」）番
号を受信します。ライン カードや転送エンジンでは、コンバージェンス中に転送情報が更新され
ます。RIB が収束すると、スーパーバイザ エンジンが信号通知を行います。ソフトウェアが、現
在のスイッチオーバー エポックよりも古いエポックを持つすべての FIB と隣接エントリを削除し
ます。これで、FIB は 新のルーティング プロトコル転送情報となるのです。

マルチキャスト MLS NSF with SSO

（注） NSF with SSO は、IPv6 マルチキャスト トラフィックをサポートしていません。IPv6 マルチキャ
スト トラフィックのサポートを設定する場合、RPR 冗長構成を設定します。

ルータでスイッチングされるレイヤ 3 マルチキャスト トラフィックがスイッチオーバー時にド
ロップされないようにするには、Multicast Multilayer Switching（MMLS; マルチキャスト マルチレ
イヤ スイッチング）NFS with SSO が必要です。MMLS NSF with SSO がない場合、レイヤ 3 マル
チキャスト トラフィックはマルチキャスト プロトコルが収束するまでにドロップされます。
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要
スイッチオーバー プロセスの間、トラフィックは（前にアクティブであったスーパーバイザ エ
ンジンの）古いデータベースを使用して転送されます。マルチキャスト ルーティング プロトコ
ル コンバージェンスが実行されたあと、新しくアクティブになった Route Processor（RP; ルート 
プロセッサ）によってダウンロードされたショートカットが既存のフローと結合されて新しい
ショートカットとしてマーキングされます。失効したエントリは、NSF がスイッチオーバー時に
機能するように、確実に新しいキャッシュへの円滑な移行を実行する間に、ゆっくりとデータ
ベースから削除されます。

PIM 希薄モードなどのマルチキャスト ルーティング プロトコルと PIM Dense Mode（PIM DM; 
PIM 稠密モード）がデータ駆動型であるため、マルチキャスト パケットはプロトコルが収束でき
るようにスイッチオーバー中にルータにリークされます。

トラフィックは双方向 PIM などの制御駆動型プロトコルに対してソフトウェアで転送する必要が
ないので、スイッチはこれらのプロトコルの古いキャッシュを使用してパケットのリークを継続
します。ルータは mroute キャッシュを作成して、ハードウェアにショートカットをインストー
ルします。新しいルートを学習したあと、タイマーがトリガーされ、データベースを捜索して古
いフローを消去します。

（注） MMLS NSF with SSO は、ユニキャスト プロトコルでは NSF のサポートが必要です。

ルーティング プロトコル

ルーティング プロトコルは、アクティブ スーパーバイザ エンジンの RP 上でのみ動作し、近接
ルータからルーティング アップデートを受信します。ルーティング プロトコルは、冗長スー
パーバイザ エンジンの RP では動作しません。スイッチオーバー後に、ルーティング プロトコル
は、ルーティング テーブルの再構築に役立てるために、NSF を認識する近接装置が送信するス
テート情報を要求します。またこの代わりに、近接装置が NSF を認識しないような環境にある 
NSF 対応装置のルーティング テーブルの再構築に役立つように、アクティブ スーパーバイザ エ
ンジンからのステート情報を冗長スーパーバイザ エンジンと同期させるように、IS-IS プロトコ
ルを設定できます。Cisco NSF は BGP、OSPF、IS-IS、および Enhanced IGRP プロトコルをサポー
トします。

（注） NSF 動作の場合、ルーティング プロトコルがルーティング情報を再構築している間、ルーティ
ング プロトコルは CEF に依存してパケット転送を継続します。

BGP の動作

NSF 対応ルータが BGP ピアと BGP セッションを開始するときに、OPEN メッセージをピアに送
信します。メッセージには、NSF 対応装置に「グレースフル」リスタート機能があることを示す
ステートメントが含まれています。グレースフル リスタートとは、スイッチオーバー後に BGP 
ルーティング ピアでルーティング フラップが発生しないようにするための仕組みです。BGP ピ
アがこの機能を受信すると、メッセージを送信している装置が NSF 対応であることを認識しま
す。NSF 対応ルータと BGP ピアは、セッション確立時に OPEN メッセージでグレースフル リス
タート機能を交換する必要があります。両方のピアがグレースフル リスタート機能を交換しない
場合、このセッションでグレースフル リスタートは行われません。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー中に BGP セッションが切断された場合、NSF 認識 
BGP ピアは、NSF 対応ルータに関連したすべてのルートを失効とマーキングします。ただし、所
定の時間内は、引き続きこれらのルートを転送の決定に使用します。この機能により、新しくア
クティブになったスーパーバイザ エンジンが BGP ピアとのルーティング情報のコンバージェン
スを待機している間にパケットが消失することを防げます。
5-4
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 5 章      NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要    
スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーが発生したあと、NSF 対応ルータは BGP ピアとの
セッションを再構築します。新しいセッションの再構築中に、再起動したときに NSF 対応ルー
タを識別する新しいグレースフル リスタート メッセージを送信します。

この時点で、ルーティング情報は 2 つの BGP ピア間で交換されています。この交換が完了する
と、NSF 対応装置はルーティング情報を使用して RIB と FIB を新しい転送情報で更新します。
NSF 認識装置は、ネットワーク情報を使用して失効したルートを BGP テーブルから削除し、こ
れで BGP プロトコルが完全に収束します。

BGP ピアがグレースフル リスタート機能をサポートしていない場合、OPEN メッセージ内のグ
レースフル リスタート機能は無視されますが、NSF 対応装置との BGP セッションは確立します。
この機能により、NSF 非認識（つまり NSF 機能のない）BGP ピアとの相互運用性が可能になり
ますが、NSF 非認識 BGP ピアとの BGP セッションではグレースフル リスタート機能は使用でき
ません。

（注） NSF での BGP サポートでは、近接ネットワーキング装置が NSF を認識できなければなりません。
つまり、装置はグレースフル リスタート機能に対応している必要があり、セッション確立中に 
OPEN メッセージでその機能をアドバタイズする必要があります。NSF 対応ルータが特定の BGP 
ネイバーにグレースフル リスタート機能がないことを検出すると、NSF 対応セッションをその
ネイバーと確立しません。グレースフル リスタート機能のある他のすべてのネイバーは、この 
NSF 対応ネットワーキング装置と NSF 対応セッションを継続します。

OSPF の動作

OSPF NSF 対応ルータがスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを実行した場合、リンク ス
テート データベースを OSPF ネイバーと再同期するために、次の作業を実行する必要がありま
す。

 • ネイバー関係をリセットせずにネットワーク上の使用可能な OSPF ネイバーを再学習します。

 • ネットワークのリンク ステート データベースの内容を再取得します。

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後できるだけ早く、NSF 対応ルータは OSPF NSF 信
号を近接 NSF 認識装置に送信します。近接ネットワーキング装置は、この信号をこのルータと
の近接関係がリセットされるべきでないことを示すインジケータとして認識します。NSF 対応
ルータがネットワーク上の他のルータから信号を受信すると、近接リストを再構築できます。

近接関係が再確立されたあと、NSF 対応ルータはすべての NSF 認識ネイバーとのデータベース
の再同期を開始します。この時点で、ルーティング情報は OSPF ネイバー間で交換されていま
す。この交換が完了すると、NSF 対応装置は、ルーティング情報を使用して失効した経路を削除
し、RIB を更新し、FIB を新しい転送情報で更新します。ここで OSPF プロトコルが完全に収束
されます。

（注） OSPF NSF では、すべての近接ネットワーキング装置が NSF を認識できなければなりません。
NSF 対応ルータが特定のネットワーク セグメントで NSF 非認識ネイバーを検出すると、そのセ
グメントで NSF 機能をディセーブルにします。NSF 対応または NSF 認識ルータで完全に構成さ
れた他のネットワーク セグメントに対しては、継続して NSF 機能を提供します。

IS-IS の動作

IS-IS 対応ルータがスーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーを実行した場合、リンク ステー
ト データベースを IS-IS ネイバーと再同期するために、次の作業を実行する必要があります。

 • ネイバー関係をリセットせずにネットワーク上の使用可能な IS-IS ネイバーを再学習します。

 • ネットワークのリンク ステート データベースの内容を再取得します。

NSF 設定する場合、IS-IS NSF 機能には次の 2 つのオプションがあります。

 • Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）IS-IS
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要
 • Cisco IS-IS

あるネットワーク セグメントの近接ルータがルータの再起動に関する IETF インターネット ドラ
フトをサポートするソフトウェア バージョンを実行している場合、再起動する IETF NSF ルータ
を支援します。IETF を使用すると、近接ルータはスイッチオーバー後のルーティング情報の再
構築に役立つ隣接およびリンク ステート情報を提供します。IETF IS-IS 設定のメリットは、標準
案に基づくピア装置間の動作にあります。

（注） ネットワーキング装置で IETF を設定するものの近接ルータが IETF と互換性がない場合、スイッ
チオーバー後に NSF が打ち切られます。

あるネットワーク セグメントの近接ルータが NSF を認識しない場合、Cisco 設定オプションを使
用する必要があります。Cisco IS-IS 設定は、プロトコル隣接およびリンク ステート情報をアク
ティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンに転送します。Cisco 設定のメ
リットは、NSF 認識ネイバーに依存していないことです。

IETF IS-IS 設定

スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー後できるだけ早く、NSF 対応ルータは IETF IS-IS 設
定を使用して、IS-IS NSF 再起動要求を隣接 NSF 認識装置に送信します。近接ネットワーキング
装置は、この再起動要求をこのルータとの近接関係がリセットされるべきでないが、再起動ルー
タとの間でデータベースの再同期を開始すべきであることを示すインジケータとして認識しま
す。再起動ルータがネットワーク上のルータから再起動要求応答を受信すると、近接リストを再
構築できます。

この交換が完了すると、NSF 対応装置はリンク ステート情報を使用して失効したルートを削除
し、RIB を更新し、FIB を新しい転送情報で更新します。ここで IS-IS が完全に収束されます。

あるスーパーバイザ エンジンから別のスーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーは、数秒
間以内に発生します。IS-IS は、それに数秒プラスしてルーティング テーブルを再確立し、ネッ
トワークと再同期します。この時点で、IS-IS は 2 回めの NSF 再起動を試行する前に特定の期間
待機します。この期間に、新しい冗長スーパーバイザ エンジンが起動してアクティブ スーパー
バイザ エンジンとの設定を同期します。IS-IS NSF 動作では、IS-IS NSF がもう一度再起動を試行
する前に接続が確実に安定するように特定の期間待機します。この機能により、IS-IS が失効し
た情報でバックツーバック NSF 再起動を試行しないようにします。

Cisco IS-IS 設定

Cisco 設定オプションを使用することで、冗長スーパーバイザ エンジンに対して、すべての隣接
および Label Switched Path（LSP; ラベル スイッチド パス）情報が保存されるか、チェックポイン
トに設定されます。スイッチオーバーのあと、新しくアクティブになったスーパーバイザ エンジ
ンはチェックポイント データを使用して隣接を維持し、ルーティング テーブルを迅速に再構築
できます。

（注） スイッチオーバーのあと、Cisco IS-IS NSF には完全なネイバー隣接および LSP 情報があります。
ただし、スイッチオーバーの前に隣接であったすべてのインターフェイスがオンラインになるま
で待機します。割り当てられたインターフェイス用の待機時間内にインターフェイスがオンライ
ンにならない場合、近接装置から学習したルートを、ルーティング テーブルの再計算で考慮しな
いようにします。IS-IS NSF には、何らかの理由で時間内にオンラインにならないインターフェ
イスに対して、待機時間を延長するコマンドがあります。

あるスーパーバイザ エンジンから別のスーパーバイザ エンジンへのスイッチオーバーは、数秒
間以内に発生します。IS-IS は、それに数秒プラスしてルーティング テーブルを再確立し、ネッ
トワークと再同期します。この時点で、IS-IS は 2 回めの NSF 再起動を試行する前に特定の期間
待機します。この期間に、新しい冗長スーパーバイザ エンジンが起動してアクティブ スーパー
バイザ エンジンとの設定を同期します。この同期が完了したあと、IS-IS 隣接および LSP データ
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要    
に冗長スーパーバイザ エンジンへのチェックポイントが設定されます。ただし、新しい NSF 再
起動は、この期間が経過しないと IS-IS で試行されません。この機能により、IS-IS がバックツー
バック NSF 再起動を試行しないようにします。

EIGRP の動作

EIGRP NSF 対応ルータが 初に NSF 再起動から復帰したときには、ネイバーはなくトポロジ 
テーブルは空です。ルータはインターフェイスを立ち上げネイバーを再取得し、トポロジとルー
ティング テーブルを再構築する必要があるときに、冗長（現在アクティブな）スーパーバイザ 
エンジンから通知を受けます。ルータとピアの再起動では、再起動したルータへ向かうデータ ト
ラフィックを中断せずにこれらの作業を実行する必要があります。EIGRP ピア ルータは、再起
動するルータから学習したルートを維持し、NSF 再起動プロセスを通じてトラフィックを転送し
続けます。

ネイバーによって隣接がリセットされないように、再起動ルータは EIGRP パケット ヘッダに再
起動を示すための新しい再起動（RS）ビットを使用します。RS ビットは、NSF 再起動中に hello 
パケットと初期 INIT 更新パケットに設定されます。hello パケットの RS ビットにより、ネイバー
に迅速に NSF 再起動を通知できます。RS ビットを検出しない場合、ネイバーは INIT 更新を受信
するか hello 保持タイマーの期間が満了することによって、隣接リセットを検出するだけです。
RS ビットがないと、ネイバーは NSF を使用して隣接リセットが処理されたか、通常のスタート
アップを使用して処理されたかを認識しません。

hello パケットまたは INIT パケットを受信することでネイバーが再起動表示を受信すると、ピア 
リスト内のピアが再起動したことを認識し、再起動しているルータとの隣接を維持します。次に
ネイバーは、再起動しているルータに対して、 初の更新パケットに RS ビットを設定してトポ
ロジ テーブルを送信します。この RS ビットは、NSF を認識可能でルータの再起動を支援してい
ることを示します。ネイバーが NSF 再起動ネイバーでない場合は、hello パケットに RS ビットを
設定しません。

（注） ルータが NSF を認識できていても、コールド スタートから立ち上がっているために NSF 再起動
ネイバーの支援に参加してない場合もあります。

少なくとも 1 つのピア ルータが NSF を認識している場合、再起動ルータは更新を受信しデータ
ベースを再構築します。次に再起動ルータは、RIB を通知できるように収束されているかどうか
を検出する必要があります。各 NSF 認識ルータは、テーブルの内容が終わりであることを示す
ために、 後の更新パケットに End of Table（EOT; テーブルの終わり）マーカを送信する必要が
あります。EOT マーカを受信すると、再起動ルータは収束していることがわかります。ここで再
起動ルータが更新を送信し始めることができます。

NSF 認識ピアは、再起動ルータから EOT 表示を受信したときにいつ再起動ルータが収束したか
を認識します。次にピアは、再起動ネイバーを送信元としてルートを検索するために、トポロジ 
テーブルをスキャンします。ピアは、ルートのタイムスタンプと再起動イベント タイムスタンプ
を比較して、ルートがまだ使用可能かどうかを判断します。次に、ピアはアクティブになり、再
起動されたルータで使用できなくなったルートの代替パスを検索します。

再起動ルータがすべての EOT 表示をネイバーから受信した場合、または NSF 収束タイマーが満
了した場合、EIGRP は RIB にコンバージェンスを通知します。EIGRP は RIB コンバージェンス
信号を待機し、待機しているすべての NSF 認識ピアに対してトポロジ テーブルをフラッディン
グします。

NSF の利点と制約事項

Cisco NSF には次のような利点があります。

 • ネットワークのアベイラビリティの向上
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NSF with SSO スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要
NSF は、ユーザのセッション情報がスイッチオーバー後も維持されるように、ネットワーク 
トラフィックとアプリケーションのステート情報を転送し続けます。

• 全体的なネットワークの安定 
ネットワークの安定性は、ネットワーク内のルータが故障してルーティング テーブルを消失
した時に生成されるルート フラップ数を減らすことで改善できます。

• 近接ルータがリンク フラップを検出しない 
スイッチオーバー全体にわたってインターフェイスはアップのままなので、近接ルータはリ
ンク フラップを検出しません（リンクがダウンせずアップに戻ります）。

• ルーティング フラップの回避 
SSO がスイッチオーバー時にネットワーク トラフィックを転送し続けるので、ルーティング 
フラップが回避されます。

• ユーザ セッションが失われない 
スイッチオーバー前に確立したユーザ セッションは維持されます。

Cisco NSF with SSO には次のような制約事項があります。

• NSF の動作では、装置に SSO を設定しておく必要があります。

• NSF with SSO は、IP バージョン 4 トラフィックおよびプロトコルのみをサポートします。

• Enhanced Object Tracking は SSO を認識しないので、SSO モードの Hot Standby Routing Protocol
（HSRP）、Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）、および Gateway Load Balancing Protocol
（GLBP）と同時に使用することはできません。

• Virtual Redundancy Routing Protocol（VRRP）は SSO を認識しないので、通常の動作中にアク
ティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ スーパーバイザ エンジン間でステート情報が
維持されません。VRRP と SSO は共存できますが、いずれも別々に機能します。VRRP に依
存しているトラフィックは、スーパーバイザのスイッチオーバー時に VRRP スタンバイに切
り替わる場合があります。

• Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）は、Cisco NSF 
with SSO ではサポートされていません。ただし、MPLS と NSF with SSO は共存できます。
NSF with SSO が MPLS と同じシャーシに構成されている場合、MPLS プロトコルのフェール
オーバー パフォーマンスは少なくとも RPR と同等ですが、サポートされている NSF with 
SSO プロトコルには NSF with SSO の利点が加わります。

• BGP NSF に参加しているすべての近接装置は、NSF 対応で、BGP のグレースフル リスター
ト用に設定されている必要があります。

• 仮想リンクの OSPF NSF はサポートされていません。

• 同じネットワーク セグメントにあるすべての OSPF ネットワーキング装置は、NSF を認識す
る必要があります（NSF ソフトウェア イメージを実行している必要があります）。

• IETF IS-IS の場合、すべての近接装置は NSF 認識ソフトウェア イメージを実行している必要
があります。

• IPv4 マルチキャスト NSF with SSO は、PFC3 でのみサポートされています。

• 元となるユニキャスト プロトコルはマルチキャスト NSF with SSO を使用するために NSF を
認識する必要があります。

• Bidirectional Forwarding Detection（BFD）は SSO を認識せず、NSF with SSO でサポートされま
せん。
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スーパーバイザ エンジンの設定の同期化 
スーパーバイザ エンジンの設定の同期化
ここでは、スーパーバイザ エンジンの設定の同期化について説明します。

 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項（p.5-9）
 • 冗長構成の注意事項および制約事項（p.5-9）

（注） SNMP を通じて行われた設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンと同期化されません。SNMP 
を通じてスイッチを設定したあと、running-config ファイルをアクティブ スーパーバイザ エンジ
ンの startup-config ファイルにコピーして、冗長スーパーバイザ エンジンの startup-config ファイル
の同期化を引き起こします。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事
項

ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項について説明し
ます。

 • 冗長構成の注意事項および制約事項（p.5-9）
 • ハードウェア設定時の注意事項および制約事項（p.5-10）
 • コンフィギュレーション モードに関する制約事項（p.5-10）

冗長構成の注意事項および制約事項

次の注意事項と制約事項は、すべての冗長モードに適用されます。

 • Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 720-10GE はスーパーバイザ エンジン上でファ
ブリック機能を統合するため、スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーによってファブ
リック スイッチオーバーも強制的に実行されます。ファブリック スイッチオーバーの際、
0.5 ～ 1.5 秒の間、データが失われます。Catalyst 6500 シリーズ スイッチ E シリーズ シャーシ
（WS-C6509-E など）に Supervisor Engine 720 または Supervisor Engine 720-10GE が搭載されて
いる場合、Release 12.2(33)SXH には高速ファブリック スイッチオーバー メカニズム（拡張
ホットスタンバイ ファブリック スイッチオーバー時間と呼ばれる）が組み込まれています。
このメカニズムにより、機能対応カードではデータの損失を 50 ミリ秒～ 0.5 秒に短縮しま
す。

 • 冗長スーパーバイザ エンジンがスタンバイ モードの場合、abric switching-mode allow 
dcef-only コマンドを入力しない限り、冗長スーパーバイザ エンジン上の 2 つのギガビット 
イーサネット インターフェイスは常にアクティブです。

 • Supervisor Engine 720 では、インストールされているすべてのスイッチング モジュールに 
DFC がある場合、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力して両方のスーパーバ
イザ エンジンでイーサネット ポートをディセーブルにします。これにより、すべてのモ
ジュールが dCEF モードで動作することが保証され、冗長スーパーバイザ エンジンへのス
イッチオーバーが簡略化されます。

 • スーパーバイザ エンジンを冗長構成にしても、スーパーバイザ エンジンのミラーリングや
ロード バランシングは行われません。スーパーバイザ エンジンのうちの 1 台だけがアクティ
ブになります。

 • SNMP を通じて行われた設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンと同期化されません。
SNMP を通じてスイッチを設定したあと、running-config ファイルをアクティブ スーパーバイ
ザ エンジンの startup-config ファイルにコピーして、冗長スーパーバイザ エンジンの 
startup-config ファイルの同期化を引き起こします。
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スーパーバイザ エンジンの設定の同期化
 • スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーは、障害のあるスーパーバイザ エンジンがコア 
ダンプを完了したあとに行われます。コア ダンプには 大で 15 分間かかります。スイッチ
オーバー時間を短縮するには、スーパーバイザ エンジンでコア ダンプをディセーブルにしま
す。

 • ファブリック同期化エラーが発生した場合、デフォルトの動作は冗長スーパーバイザ エンジ
ンへのスイッチオーバーです。場合によっては、冗長スーパーバイザ エンジンへのスイッチ
オーバーの方が、ファブリック同期化エラーの原因となったモジュールの電源切断よりも中
断が長くなります。スイッチオーバーをディセーブルにして、ファブリック同期化エラーが
発生したモジュールの電源を切断するには、no fabric error-recovery fabric-switchover  コマン
ドを入力します。

ハードウェア設定時の注意事項および制約事項

冗長運用を行うには、次の注意事項および制約事項に従う必要があります。

 • SP および RP で稼働する Cisco IOS では、スーパーバイザ エンジンが同一の冗長構成がサ
ポートされます。スーパーバイザ エンジンが同一でない場合、片方が 初に起動されてアク
ティブになり、もう一方がリセット状態で保留されます。

 • 各スーパーバイザ エンジンが単独でスイッチを稼働させるためのリソースを備えている必要
があります。つまり、スーパーバイザ エンジンのすべてのリソース（すべてのフラッシュ装
置を含む）が重複している必要があります。

 • スーパーバイザ エンジンごとに個別のコンソール接続を行ってください。コンソール ポート
に Y 字ケーブルを接続しないでください。

 • 両方のスーパーバイザ エンジン内のシステム イメージが同じである必要があります（「冗長
スーパーバイザ エンジンへのファイルのコピー」[p.5-19] を参照）。

（注） 新たに取り付けられた冗長スーパーバイザ エンジン上で Catalyst OS（オペレーティン
グ システム）がインストールされている場合は、アクティブなスーパーバイザ エン
ジンを取り外して、冗長スーパーバイザ エンジンのみが搭載されている状態でス
イッチを起動します。 新のリリース ノートの手順に従って、Catalyst OS から冗長
スーパーバイザ エンジンを変換してください。

 • startup-config のコンフィギュレーション レジスタが自動起動用に設定されている必要があり
ます。

（注） ネットワークからの起動はサポートされていません。

コンフィギュレーション モードに関する制約事項

スタートアップ同期プロセス中は、設定に関して次の制約事項が適用されます。

 • スタートアップ（一括）同期中は、設定を変更できません。このプロセス中に設定を変更し
ようとすると、次のメッセージが生成されます。

Config mode locked out till standby initializes

 • スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に設定を変更した場合、その変更内容は失わ
れます。
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NSF 設定作業 
NSF 設定作業
次に、NFS 機能の設定作業について説明します。

 • SSO の設定（p.5-11）
 • MMLS NSF with SSO の設定（p.5-12）
 • MMLS NSF with SSO の確認（p.5-12）
 • CEF NSF の設定（p.5-13）
 • CEF NSF の確認（p.5-13）
 • BGP NSF の設定（p.5-13）
 • BGP NSF の確認（p.5-14）
 • OSPF NSF の設定（p.5-15）
 • OSPF NSF の確認（p.5-15）
 • IS-IS NSF の動作（p.5-16）
 • IS-IS NSF の確認（p.5-17）

SSO の設定

NSF をサポートしているプロトコルで NSF を使用するには SSO を設定する必要があります。
SSO を設定するには、次の作業を実行します。

次に、システムを SSO 用に設定して、冗長ステートを表示する例を示します。

Router> enable 
Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy 
Router(config-red)# mode sso 
Router(config-red)# end 
Router# show redundancy states 
my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 8  -STANDBY HOT
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 5

Redundancy Mode (Operational) = sso
Redundancy Mode (Configured)  = sso
     Split Mode = Disabled
   Manual Swact = Enabled
 Communications = Up

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config-red)# mode sso SSO を設定します。このコマンドを入力すると、
冗長スーパーバイザ エンジンがリロードされ、
SSO モードでの処理が開始されます。

ステップ 3 Router# show running-config SSO がイネーブルになっていることを確認しま
す。

ステップ 4 Router# show redundancy states 動作中の冗長モードを表示します。
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NSF 設定作業
   client count = 29
 client_notification_TMR = 30000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 1
    keep_alive threshold = 18
           RF debug mask = 0x0
Router#

MMLS NSF with SSO の設定

（注） このセクションのコマンドはオプションで、設定をカスタマイズするのに使用できます。ほとん
どのユーザは、デフォルト設定で十分です。

MMLS NSF with SSO は、SSO が冗長モードとして選択されている場合にデフォルトでオンです。
マルチキャスト NSF with SSO パラメータを設定する手順は、次のとおりです。

MMLS NSF with SSO の確認

マルチキャスト NSF with SSO 設定を確認するには、show mls ip multicast sso  コマンドを入力しま
す。

router# show mls ip multicast sso
Multicast SSO is enabled
Multicast HA Parameters
---------------------------------------------------+------+
protocol convergence timeout                       120 secs
flow leak percent                                  10
flow leak interval                                 60 secs

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# mls ip multicast sso convergence-time 
time

プロトコルのコンバージェンス用に待機す
る 大時間を指定します。有効な範囲は、0 
～ 3600 秒です。

ステップ 3 Router(config)# mls ip multicast sso leak interval パケット リーク インターバルを指定しま
す。有効な範囲は、0 ～ 3600 秒です。PIM 
希薄モードおよび PIM 稠密モードの場合、
これは既存の PIM 希薄モードおよび PIM 稠
密モード マルチキャスト転送エントリのパ
ケット リーキングが完了したあとの期間で
す。

ステップ 4 Router(config)# mls ip multicast sso leak percentage マルチキャスト フローの割合を指定します。
有効な範囲は、1 ～ 100% です。この値は、
パケット リーキングに対してフラグ付けさ
れている既存の PIM 希薄モードおよび PIM 
稠密モード マルチキャスト フローの合計数
の割合を示します。
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NSF 設定作業 
CEF NSF の設定

ネットワーキング装置が SSO モードで動作している間、CEF NSF 機能はデフォルトで動作しま
す。設定作業は不要です。

CEF NSF の確認

CEF が NSF に対応していることを確認するには、show cef state コマンドを入力します。

router# show cef state

CEF Status [RP]
CEF enabled/running
dCEF enabled/running
CEF switching enabled/running
CEF default capabilities:
Always FIB switching:      yes
Default CEF switching:     yes
Default dCEF switching:    yes
Update HWIDB counters:     no
Drop multicast packets:    no
.
.
.
CEF NSF capable:           yes
IPC delayed func on SSO:   no
RRP state:   
I am standby RRP:          no
My logical slot:           0
RF PeerComm:               no

BGP NSF の設定

（注） BGP NSF に参加しているすべてのピア装置に BGP のグレースフル リスタートを設定する必要が
あります。

NSF の BGP を設定するには、次の作業を行います（各 BGP NSF ピア装置でこの手順を繰り返し
ます）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。
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NSF 設定作業
BGP NSF の確認

BGP の NSF を確認するには、グレースフル リスタート機能が SSO 対応ネットワーキング装置と
その近接装置に設定されているかを確認する必要があります。これを確認するには、次の作業を
行います。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「bgp graceful-restart」が SSO 対応ルータの BGP 設定に
表示されることを確認します。

Router# show running-config

.

.

.
router bgp 120
.
.
.
bgp graceful-restart
 neighbor 10.2.2.2 remote-as 300
.
.
.

ステップ 2 各 BGP ネイバーでステップ 1 を繰り返します。

ステップ 3 SSO 装置と近接装置で、グレースフル リスタート機能が受信されアドバイタイズされたものと
して表示されているかを確認し、グレースフル リスタート機能のあるアドレス ファミリを確認
します。アドレス ファミリがリストされていない場合、BGP NSF も発生しません。

router# show ip bgp neighbors x.x.x.x

BGP neighbor is 192.168.2.2,  remote AS YY, external link
  BGP version 4, remote router ID 192.168.2.2
  BGP state = Established, up for 00:01:18
  Last read 00:00:17, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
  Neighbor capabilities:
    Route refresh:advertised and received(new)
    Address family IPv4 Unicast:advertised and received
    Address famiiy IPv4 Multicast:advertised and received
    Graceful Restart Capabilty:advertised and received
      Remote Restart timer is 120 seconds
      Address families preserved by peer:
        IPv4 Unicast, IPv4 Multicast

ステップ 2 Router(config)# router bgp as-number BGP ルーティング プロセスをイネーブルに
して、ルータをルータ コンフィギュレー
ション モードにします。

ステップ 3 Router(config-router)# bgp graceful-restart BGP のグレースフル リスタート機能をイ
ネーブルにして、BGP の NSF を開始しま
す。

BGP セッションが確立されたあとにこのコ
マンドを入力した場合、BGP ネイバーとグ
レースフル リスタート機能を交換するため
にセッションを再起動する必要があります。

再起動ルータとすべてのピアでこのコマン
ドを使用します。

コマンド 目的
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NSF 設定作業 
  Received 1539 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Sent 1544 messages, 0 notifications, 0 in queue
  Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

OSPF NSF の設定

（注） OSPF NSF に参加しているすべてのピア装置は OSPF NSF 対応でなければならず、NSF ソフト
ウェア イメージを装置にインストールすれば自動的に対応するようになります。

OSPF NSF を設定する手順は、次のとおりです。

OSPF NSF の確認

OSPF の NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング装置に設定されているかを
確認する必要があります。OSPF NSF を確認するには、次の作業を行います。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「nsf」が SSO 対応装置の OSPF 設定に表示されること
を確認します。

Router# show running-config

router ospf 120
log-adjacency-changes
nsf
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 1 
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 2 
.
.
.

ステップ 2 show ip ospf  コマンドを入力して NSF が装置でイネーブルであることを確認します。

router> show ip ospf

Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.2.1 and Domain ID 0.0.0.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0 
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# router ospf processID OSPF ルーティング プロセスをイネーブル
にして、ルータをルータ コンフィギュレー
ション モードにします。

ステップ 3 Router(config-router)# nsf OSPF の NSF 動作をイネーブルにします。
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NSF 設定作業
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Non-Stop Forwarding enabled, last NSF restart 00:02:06 ago (took 44 secs)
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 1 (0 loopback)
 Area has no authentication
 SPF algorithm executed 3 times

IS-IS NSF の動作

IS-IS NSF を設定する手順は、次のとおりです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# router isis [tag] IS-IS ルーティング プロセスをイネーブルに
して、ルータをルータ コンフィギュレー
ション モードにします。

ステップ 3 Router(config-router)# nsf [cisco | ietf] IS-IS の NSF 動作をイネーブルにします。

ietf キーワードを入力して、ネットワーキン
グ装置の隣接装置が IETF ドラフト ベースの
再起動性をサポートしていることを保証し
ている同種ネットワークで IS-IS をイネーブ
ルにします。

cisco キーワードを入力して、NSF 認識ネッ
トワーキング装置との隣接装置がない異種
ネットワークで IS-IS を実行します。

ステップ 4 Router(config-router)# nsf interval [minutes] （任意）NSF 再起動試行間の 小時間を指定
します。連続する NSF 再起動のデフォルト
の時間間隔は、5 分です。

ステップ 5 Router(config-router)# nsf t3 {manual [seconds] | 
adjacency}

（任意）IS-IS 自身のリンク ステート情報の
生成が過負荷になり、その情報がネイバー
にフラッディングする前に、IS-IS が IS-IS 
データベースの同期を待機する時間を指定
します。

IETF 動作を選択した場合のみ、t3 キーワー
ドが適用されます。adjacency を指定した場
合、再起動しているルータは近接装置から
待機時間を取得します。

ステップ 6 Router(config-router)# nsf interface wait seconds （任意）再起動が完了する前に、IS-IS 隣接
とのインターフェイスがすべて立ち上がる
まで、IS-IS NSF の再起動を待機する長さを
指定します。デフォルト値は 10 秒です。
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NSF 設定作業 
IS-IS NSF の確認

IS-IS の NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング装置に設定されているのを
確認する必要があります。IS-IS NSF を確認するには、次の作業を行います。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「nsf」が SSO 対応装置の IS-IS 設定に表示されること
を確認します。Cisco IS-IS または IETF IS-IS 設定のいずれかが表示されます。次の表示は、装置
で IS-IS NSF のシスコ実装を使用していることを示しています。

Router# show running-config

（テキスト出力は省略）
router isis 
nsf cisco

（テキスト出力は省略）

ステップ 2 NSF 設定が cisco に設定されている場合、show isis nsf コマンドを使用して NSF が装置でイネーブ
ルであることを確認します。シスコ設定を使用すると、表示出力はアクティブ RP と冗長 RP で異
なります。次の表示は、アクティブ RP 上の Cisco 設定の出力例です。この例で、[NSF restart 
enabled] があることを確認してください。

router# show isis nsf 

NSF is ENABLED, mode 'cisco'

RP is ACTIVE, standby ready, bulk sync complete
NSF interval timer expired (NSF restart enabled)
Checkpointing enabled, no errors
Local state:ACTIVE,  Peer state:STANDBY HOT,  Mode:SSO

次の表示は、スタンバイ RP 上のシスコ設定の出力例です。この例で、[NSF restart enabled] があ
ることを確認してください。

router# show isis nsf 

NSF enabled, mode 'cisco'
RP is STANDBY, chkpt msg receive count:ADJ 2, LSP 7
NSF interval timer notification received (NSF restart enabled)
Checkpointing enabled, no errors
Local state:STANDBY HOT,  Peer state:ACTIVE,  Mode:SSO

ステップ 3 NSF 設定が ietf に設定されている場合、show isis nsf コマンドを使用して NSF が装置でイネーブ
ルであることを確認します。次の表示は、ネットワーキング装置上の IETF IS-IS 設定の出力例で
す。

router# show isis nsf 

NSF is ENABLED, mode IETF 
NSF pdb state:Inactive
NSF L1 active interfaces:0
NSF L1 active LSPs:0
NSF interfaces awaiting L1 CSNP:0
Awaiting L1 LSPs:
NSF L2 active interfaces:0
NSF L2 active LSPs:0
NSF interfaces awaiting L2 CSNP:0
Awaiting L2 LSPs:
Interface:Serial3/0/2
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF p2p Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
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NSF 設定作業
    NSF p2p Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
Interface:GigabitEthernet2/0/0
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF L1 Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
    NSF L2 Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
    L2 NSF CSNP requested:FALSE
Interface:Loopback1
    NSF L1 Restart state:Running
    NSF L1 Restart retransmissions:0
    Maximum L1 NSF Restart retransmissions:3
    L1 NSF ACK requested:FALSE
    L1 NSF CSNP requested:FALSE
    NSF L2 Restart state:Running
    NSF L2 Restart retransmissions:0
    Maximum L2 NSF Restart retransmissions:3
    L2 NSF ACK requested:FALSE
    L2 NSF CSNP requested:FALSE

EIGRP NSF の設定

EIGRP NSF を設定する手順は、次のとおりです。

EIGRP NSF の確認

EIGRP の NSF を確認するには、NSF 機能が SSO 対応ネットワーキング装置に設定されているの
を確認する必要があります。EIGRP NSF を確認するには、次の作業を行います。

ステップ 1 show running-config コマンドを入力して、「nsf」が SSO 対応装置の EIGRP 設定に表示されること
を確認します。

Router# show running-config
.
.
.
router eigrp 100

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# router eigrp as-number EIGRP ルーティング プロセスをイネーブル
にして、ルータをルータ コンフィギュレー
ション モードにします。

ステップ 3 Router(config-router)# nsf EIGRP NSF をイネーブルにします。

再起動ルータとすべてのピアでこのコマン
ドを使用します。
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冗長スーパーバイザ エンジンへのファイルのコピー 
 auto-summary
 nsf 
.
.
.

ステップ 2 show ip protocols コマンドを入力して NSF が装置でイネーブルであることを確認します。

Router# show ip protocols 
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "eigrp 100"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Default networks flagged in outgoing updates
  Default networks accepted from incoming updates
  EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
  EIGRP maximum hopcount 100
  EIGRP maximum metric variance 1
  Redistributing: eigrp 100
  EIGRP NSF-aware route hold timer is 240s
  EIGRP NSF enabled
     NSF signal timer is 20s
     NSF converge timer is 120s
  Automatic network summarization is in effect
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
  Distance: internal 90 external 170

スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

通常の動作時には、2 つのスーパーバイザ エンジン間で startup-config および config-register 設定が
デフォルトで同期化されます。スイッチオーバー時には、新しいアクティブ スーパーバイザ エ
ンジンが現在の設定を使用します。

冗長スーパーバイザ エンジンへのファイルのコピー
次のコマンドを使用して、冗長スーパーバイザ エンジン上の disk0: 装置にファイルをコピーし
ます。

Router# copy source_device:source_filename slavedisk0:target_filename  

次のコマンドを使用して、冗長 スーパーバイザ エンジン上の bootflash: 装置にファイルをコピー
します。

Router# copy source_device:source_filename slavesup-bootflash:target_filename  

次のコマンドを使用して、冗長 RP 上の bootflash: 装置にファイルをコピーします。

Router# copy source_device:source_filename slavebootflash:target_filename 
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冗長スーパーバイザ エンジンへのファイルのコピー
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C H A P T E R6

RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成
の設定

この章では、RPR を使用してスーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定する方法について説明
します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • Cisco ME 6500 Series Ethernet switches は、以下の冗長構成をサポートしません。

 • RPR 冗長モードでは、スタンバイ モードの Supervisor Engine 720-10GE 上のポートはディセー
ブルです。

 • RPR は IPv6 マルチキャスト トラフィックをサポートしています。

 • Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは Route Processor Redundaucy Plus（RPR+）はサポート
されていません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • RPR の概要（p.6-1）
 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項（p.6-3）
 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定（p.6-4）
 • FSU の実行（p.6-6）
 • RP へのファイルのコピー（p.6-8）

RPR の概要
ここでは、RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要について説明します。

 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要（p.6-2）
 • RPR の動作（p.6-2）
 • スーパーバイザ エンジンの設定の同期化（p.6-3）
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RPR の概要
スーパーバイザ エンジンの冗長構成の概要

（注） • 冗長スーパーバイザ エンジン上の 2 つのギガビット イーサネット インターフェイスは常に
アクティブです。

 • Supervisor Engine 720 では、インストールされているすべてのスイッチング モジュールに 
DFC がある場合、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力して両方のスーパーバ
イザ エンジンでイーサネット ポートをディセーブルにします。これにより、すべてのモ
ジュールが dCEF モードで動作することが保証され、冗長スーパーバイザ エンジンへのス
イッチオーバーが簡略化されます（CSCec05612）。

Catalyst 6500 シリーズ スイッチは、プライマリ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に冗長
スーパーバイザ エンジンに処理を引き継ぐことにより、耐障害性を強化できます。RPR は 2 分以
上のスイッチオーバー時間をサポートします。

次のイベントが発生すると、スイッチオーバーが行われます。

 • アクティブ スーパーバイザ エンジンでのハードウェア障害

 • スーパーバイザ エンジン間のクロック同期損失

 • 手動スイッチオーバー

RPR の動作

RPR は次の機能をサポートします。

 • 自動スタートアップおよびアクティブ スーパーバイザ エンジンと冗長スーパーバイザ エン
ジン間の bootvar の同期化

 • スーパーバイザ エンジンのアクティブ ステータスまたは冗長ステータスを検出および決定す
るハードウェア信号

 • アクティブ スーパーバイザ エンジンから冗長スーパーバイザ エンジンへ、60 秒間隔でク
ロック同期化を実行

 • 冗長スーパーバイザ エンジンは、起動してもすべてのサブシステムが稼働するわけではな
く、アクティブ スーパーバイザ エンジンが故障した場合に、完全に動作可能になります。

 • 故障した装置の代わりに動作可能なスーパーバイザ エンジンが、冗長スーパーバイザ エンジ
ンになります。

 • Fast Software Upgrade（FSU）のサポート（「FSU の実行」[p.6-6] を参照）。

スイッチの電源投入時に、2 つのスーパーバイザ エンジン間で RPR が稼働します。 初に起動し
たスーパーバイザ エンジンが RPR アクティブ スーパーバイザ エンジンになります。MSFC およ
び Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）は完全に動作可能になります。冗長
スーパーバイザ エンジン上の Route Processor（RP; ルート プロセッサ）および PFC はリセットさ
れますが、動作可能にはなりません。

スイッチオーバーが行われると、冗長スーパーバイザ エンジンが完全に動作可能になり、次の動
作が行われます。

 • すべてのスイッチ モジュールの電源が再びオンになります。

 • RP 上の残りのサブシステム（レイヤ 2 およびレイヤ 3 プロトコルを含む）が起動されます。

 • Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）がスーパーバイザ エンジンのハー
ドウェアに再度プログラミングされます。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項 
（注） スイッチオーバー時には、一部のアドレス ステートが失われ、ダイナミックに再確認したあとで
復元されるので、トラフィックが一時中断されます。

スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

（注） SNMP を通じて行われた設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンと同期化されません。SNMP 
を通じてスイッチを設定したあと、running-config ファイルをアクティブ スーパーバイザ エンジ
ンの startup-config ファイルにコピーして、冗長スーパーバイザ エンジンの startup-config ファイル
の同期化を引き起こします。

RPR モードの動作時には、2 つのスーパーバイザ エンジン間で startup-config ファイルおよび 
config-register コンフィギュレーションがデフォルトで同期化されます。スイッチオーバー時に
は、新しいアクティブ スーパーバイザ エンジンが現在の設定を使用します。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項
および制約事項

ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成に関する注意事項および制約事項について説明し
ます。

 • 冗長構成の注意事項および制約事項（p.6-3）
 • ハードウェア設定時の注意事項および制約事項（p.6-4）
 • コンフィギュレーション モードに関する制約事項（p.6-4）

冗長構成の注意事項および制約事項

RPR には、次の注意事項および制約事項が適用されます。

 • Supervisor Engine 720 では、インストールされているすべてのスイッチング モジュールに 
DFC がある場合、fabric switching-mode allow dcef-only コマンドを入力して両方のスーパーバ
イザ エンジンでイーサネット ポートをディセーブルにします。これにより、すべてのモ
ジュールが dCEF モードで動作することが保証され、冗長スーパーバイザ エンジンへのス
イッチオーバーが簡略化されます（CSCec05612）。

 • スーパーバイザ エンジンを冗長構成にしても、スーパーバイザ エンジンのミラーリングや
ロード バランシングは行われません。スーパーバイザ エンジンのうちの 1 台だけがアクティ
ブになります。

 • SNMP を通じて行われた設定変更は、冗長スーパーバイザ エンジンと同期化されません。
SNMP を通じてスイッチを設定したあと、running-config ファイルをアクティブ スーパーバイ
ザ エンジンの startup-config ファイルにコピーして、冗長スーパーバイザ エンジンの 
startup-config ファイルの同期化を引き起こします。

 • スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバーは、障害のあるスーパーバイザ エンジンがコア 
ダンプを完了したあとに行われます。コア ダンプには 大で 15 分間かかります。スイッチ
オーバー時間を短縮するには、スーパーバイザ エンジンでコア ダンプをディセーブルにしま
す。
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スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定
ハードウェア設定時の注意事項および制約事項

冗長運用を行うには、次の注意事項および制約事項に従う必要があります。

 • SP および RP で稼働する Cisco IOS では、スーパーバイザ エンジンが同一の冗長構成がサ
ポートされます。スーパーバイザ エンジンが同一でない場合、片方が 初に起動されてアク
ティブになり、もう一方がリセット状態で保留されます。

 • 各スーパーバイザ エンジンが単独でスイッチを稼働させるためのリソースを備えている必要
があります。つまり、スーパーバイザ エンジンのすべてのリソース（すべてのフラッシュ装
置を含む）が重複している必要があります。

 • スーパーバイザ エンジンごとに個別のコンソール接続を行ってください。コンソール ポート
に Y 字ケーブルを接続しないでください。

 • 両方のスーパーバイザ エンジン内のシステム イメージが同じである必要があります（「RP へ
のファイルのコピー」[p.6-8] を参照）。

（注） 新たに取り付けられた冗長スーパーバイザ エンジン上で Catalyst OS（オペレーティン
グ システム）がインストールされている場合は、アクティブなスーパーバイザ エン
ジンを取り外して、冗長スーパーバイザ エンジンのみが搭載されている状態でス
イッチを起動します。 新のリリース ノートの手順に従って、Catalyst OS から冗長
スーパーバイザ エンジンを変換してください。

 • コンフィギュレーション レジスタを 0x2102（config-register 0x2102）に設定する必要があ
ります。

（注） ネットワークからの起動はサポートされていません。

コンフィギュレーション モードに関する制約事項

スタートアップ同期プロセス中は、設定に関して次の制約事項が適用されます。

 • スタートアップ（一括）同期中は、設定を変更できません。このプロセス中に設定を変更し
ようとすると、次のメッセージが生成されます。

Config mode locked out till standby initializes

 • スーパーバイザ エンジンのスイッチオーバー時に設定を変更した場合、その変更内容は失わ
れます。

スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定
ここでは、スーパーバイザ エンジンの冗長構成を設定する手順について説明します。

 • 冗長運用の設定（p.6-5）
 • スーパーバイザ エンジンの設定の同期化（p.6-5）
 • 冗長ステートの表示（p.6-6）
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第 6 章      RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定

スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定 
冗長運用の設定

冗長運用を設定する手順は、次のとおりです。

次に、システムを RPR 用に設定して、冗長ステートを表示する例を示します。

Router> enable 
Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# redundancy 
Router(config-red)# mode rpr 
Router(config-red)# end 
Router# show redundancy states 
       my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 1  -DISABLED
           Mode = Simplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = rpr 
Redundancy Mode (Configured)  = rpr 
Redundancy State              = Non Redundant
     Maintenance Mode = Disabled
 Communications = Down      Reason: Simplex mode

   client count = 11
 client_notification_TMR = 30000 milliseconds
          keep_alive TMR = 4000 milliseconds
        keep_alive count = 0
    keep_alive threshold = 7
           RF debug mask = 0x0

Router#

スーパーバイザ エンジンの設定の同期化

通常の動作時には、2 つのスーパーバイザ エンジン間で startup-config および config-register 設定が
デフォルトで同期化されます。スイッチオーバー時には、新しいアクティブ スーパーバイザ エ
ンジンが現在の設定を使用します。

（注） デフォルトの auto-sync 設定は変更しないでください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# redundancy 冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config-red)# mode rpr RPR を設定します。このコマンドを入力すると、
冗長スーパーバイザ エンジンがリロードされ、
RPR モードでの処理が開始されます。

ステップ 3 Router# show running-config RPR がイネーブルになっていることを確認しま
す。

ステップ 4 Router# show redundancy states 動作中の冗長モードを表示します。
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FSU の実行
冗長ステートの表示

冗長ステートを表示するには、次の作業を行います。

次に、冗長ステートを表示する例を示します。

Router# show redundancy states 
my state = 13 -ACTIVE
     peer state = 8  -STANDBY HOT
           Mode = Duplex
           Unit = Primary
        Unit ID = 1

Redundancy Mode (Operational) = Route Processor Redundancy 
Redundancy Mode (Configured)  = Route Processor Redundancy 
     Split Mode = Disabled
   Manual Swact = Enabled
 Communications = Up

   client count = 11
 client_notification_TMR = 30000 milliseconds
          keep_alive TMR = 9000 milliseconds
        keep_alive count = 0
    keep_alive threshold = 18
           RF debug mask = 0x0

Router#

FSU の実行
RPR でサポートされている FSU 手順を使用すると、システムをリロードしなくても、スーパー
バイザ エンジン上の Cisco IOS イメージをアップグレードできます。

（注） EHSA から RPR へのアップグレードを初めて実行する場合は、両方のスーパーバイザ エンジン
をリロードする必要があります。EHSA から FSU への移行はサポートされていません。

コマンド 目的

Router# show redundancy states 冗長ステートを表示します。
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FSU の実行 
FSU を実行するには 、次の作業を実行します。

次に、FSU の実行例を示します。

Router# config terminal 
Router(config)# config-register 0x2102 
Router(config)# boot system flash disk0:image_name 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# copy source_device:source_filename {disk0 | 
disk1}:target_filename 

アクティブ スーパーバイザ エンジン上の disk0: 
装置または disk1: 装置に、新しい Cisco IOS イ
メージをコピーします。

または：

Router# copy source_device:source_filename 
sup-bootflash:target_filename

アクティブ スーパーバイザ エンジン上の 
bootflash: 装置に、 新しい Cisco IOS イメージを
コピーします。

または：

Router# copy source_device:source_filename 
{slavedisk0 | slavedisk1}:target_filename

冗長スーパーバイザ エンジン上の disk0: 装置ま
たは disk1: 装置に、新しい Cisco IOS イメージ
をコピーします。

または：

Router# copy source_device:source_filename 
slavesup-bootflash:target_filename

冗長スーパーバイザ エンジン上の bootflash: 装
置に、新しい Cisco IOS イメージをコピーしま
す。

ステップ 2 Router# config terminal 
Router(config)# config-register 0x2102 
Router(config)# boot system flash device:file_name 

新しいイメージを起動するように、スーパーバ
イザ エンジンを設定します。

ステップ 3 Router# copy running-config start-config 設定を保存します。

ステップ 4 Router# hw-module {module num} reset 冗長スーパーバイザ エンジンをリロードして、
再びオンライン状態に戻します（新しいバー
ジョンの Cisco IOS ソフトウェアを実行しま
す）。

（注） 冗長スーパーバイザ エンジンをリロー
ドする前に、すべての設定の同期変更が
完了するまで、十分に待機してくださ
い。

ステップ 5 Router# redundancy force-switchover 冗長スーパーバイザ エンジンへのスイッチオー
バーを手動で実行します。冗長スーパーバイザ 
エンジンが新しいアクティブ スーパーバイザ 
エンジンになり、新しい Cisco IOS イメージが
稼働します。モジュールがリロードされ、モ
ジュール ソフトウェアが新しいアクティブ 
スーパーバイザ エンジンからダウンロードされ
ます。

それまでアクティブだったスーパーバイザ エン
ジンが新しいイメージで再起動され、冗長スー
パーバイザ エンジンになります。

（注） EHSA から RPR への FSU 処理を実行す
るには、ステップ 5 で reload コマンドを
実行します。
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RP へのファイルのコピー
Router# copy running-config start-config 
Router# hw-module reset 
Router# redundancy force-switchover 
Router#

RP へのファイルのコピー
次のコマンドを使用して、アクティブ RP 上の bootflash: 装置にファイルをコピーします。

Router# copy source_device:source_filename bootflash:target_filename 

次のコマンドを使用して、冗長 RP 上の bootflash: 装置にファイルをコピーします。

Router# copy source_device:source_filename slavebootflash:target_filename 
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スイッチ ファブリック機能の設定および
モニタ

この章では、スイッチング モードを設定し、Supervisor Engine 720-10GE および Supervisor 
Engine 720 に含まれるスイッチ ファブリック機能をモニタする手順について説明します。

 • スイッチ ファブリック機能の概要（p.7-1）
 • スイッチ ファブリック機能の設定（p.7-2）
 • スイッチ ファブリック機能のモニタ（p.7-3）

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

スイッチ ファブリック機能の概要

ここでは、スイッチ ファブリック機能について説明します。

 • スイッチ ファブリック機能の概要（p.7-1）
 • レイヤ 3 スイッチド トラフィックの転送の決定（p.7-1）
 • スイッチング モード（p.7-2）

スイッチ ファブリック機能の概要

スイッチ ファブリック機能は スーパーバイザ エンジンに組み込まれ、ファブリック対応モ
ジュール間に専用接続を確立し、これらのモジュール間で連続的なフレーム転送を行います。ス
イッチ ファブリック機能によって提供されるファブリック対応モジュール間の直接接続のほか
に、ファブリック対応モジュールは、32 Gbps 転送バスへの直接接続も行います。

レイヤ 3 スイッチド トラフィックの転送の決定

Policy Feature Card 3（PFC3; ポリシー フィーチャ カード 3）または Distributed Feature Card 3
（DFC3）は次のように、レイヤ 3 スイッチド トラフィックの転送について決定します。

 • PFC3 は、DFC3 が搭載されていないモジュールからスイッチに着信した各パケットの転送判
断をすべて行います。

 • DFC3 は、次の状況で、DFC3 対応モジュールからスイッチに着信した各パケットの転送判断
をすべて行います。
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 – 出力ポートが入力ポートと同じモジュールにある場合、DFC3 はパケットをローカルに
転送します（パケットがモジュールの外部に送信されません）。

 – 出力ポートが別のファブリック対応モジュール上にある場合、DFC3 はパケットを出力
モジュールに送信し、出力ポートから送信します。

 – 出力ポートが別のファブリック非対応モジュール上にある場合、DFC3 はスーパーバイ
ザ エンジンにパケットを送信します。スーパーバイザ エンジンのファブリック インター
フェイスは 32 Gbps スイッチング バスにパケットを送信します。スイッチング バスでは、
パケットは出力モジュールで受信され、出力ポートから送信されます。

スイッチング モード

Supervisor Engine 720-10GE または Supervisor Engine 720 の場合、モジュール間のトラフィック転
送は、次のいずれかのモードで行われます。

 • compact モード — ファブリック対応モジュールのみが搭載されている場合、スイッチはあら
ゆるトラフィックにこのモードを使用します。このモードでは、スイッチ ファブリック チャ
ネルを通じて DBus ヘッダーのコンパクト版が転送され、 良のパフォーマンスが得られま
す。

 • truncated モード — ファブリック対応モジュールとファブリック非対応モジュールの両方が搭
載されている場合、スイッチはファブリック モジュール間のトラフィックにこのモードを使
用します。このモードでは、スイッチはスイッチ ファブリック チャネルを通じて、切り捨て
た形のトラフィック（フレームの初めの 64 バイト）を送信します。

 • bus モード（flow-through モード） — スイッチはファブリック非対応モジュール間のトラ
フィック、およびファブリック非対応モジュールとファブリック対応モジュール間のトラ
フィックにこのモードを使用します。このモードでは、すべてのトラフィックがローカル バ
スとスーパーバイザ エンジン バス間で送受信されます。

表 7-1 に、搭載されているファブリック対応および非対応モジュール別に、使用されるスイッチ
ング モードを示します。

スイッチ ファブリック機能の設定

スイッチング モードを設定するには、次の作業を行います。

表 7-1 スイッチ ファブリック機能のスイッチング モード  

モジュール
スイッチング 
モード

ファブリック対応モジュール間（ファブリック非対応モジュールが搭載され
ていない場合）

Compact1

1. show コマンドを実行すると、DFC3 を装着したファブリック対応モジュールの場合は dcef モードとして表示され、そ

れ以外のファブリック対応モジュールの場合は fabric モードとして表示されます。

ファブリック対応モジュール間（ファブリック非対応モジュールも搭載され
ている場合）

Truncated2

2. show コマンドを実行すると、fabric モードとして表示されます。

ファブリック対応モジュールとファブリック非対応モジュール間 Bus

ファブリック非対応モジュール間 Bus

コマンド 目的

Router(config)# [no] fabric switching-mode allow 
{bus-mode | {truncated [{threshold [number]}]} 

スイッチング モードを設定します。
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スイッチング モードを設定するときには、次の情報に注意してください。

 • ファブリック非対応モジュールの使用、またはファブリック対応モジュールで bus モードの
使用を可能にするには、fabric switching-mode allow bus-mode コマンドを入力します。

 • ファブリック非対応モジュールの使用、またはファブリック対応モジュールで bus モードの
使用を可能にするには、no fabric switching-mode allow bus-mode コマンドを入力します。

注意 no fabric switching-mode allow bus-mode コマンドを入力すると、スイッチに搭載されたファブ
リック非対応モジュールへの電力供給が停止します。

 • ファブリック対応モジュールで truncated モードの使用を可能にするには、fabric 
switching-mode allow truncated コマンドを入力します。

 • ファブリック対応モジュールで truncated モードの使用を禁止するには、no fabric 
switching-mode allow truncated コマンドを入力します。

 • bus モードの代わりに truncated モードを使用する場合に、事前にインストールしなければな
らないファブリック対応モジュールの数を設定するには、fabric switching-mode allow 
truncated threshold number コマンドを入力します。

 • デフォルトの truncated モードのしきい値に戻すには、no fabric switching-mode allow 
truncated threshold コマンドを入力します。

スイッチ ファブリック機能のモニタ

スイッチ ファブリック機能は、モニタ用に多くの show コマンドをサポートしています。完全に
自動化された起動シーケンスによってモジュールがオンラインになり、ポート上で接続診断テス
トが実行されます。

ここでは、スイッチ ファブリック機能をモニタする方法について説明します。

 • スイッチ ファブリック冗長ステータスの表示（p.7-3）
 • ファブリック チャネルのスイッチング モードの表示（p.7-3）
 • ファブリック ステータスの表示（p.7-4）
 • ファブリック利用率の表示（p.7-4）
 • ファブリック エラーの表示（p.7-5）

スイッチ ファブリック冗長ステータスの表示

スイッチ ファブリックの冗長ステータスを表示するには、次の作業を行います。

Router# show fabric active 
Active fabric card in slot 5
No backup fabric card in the system
Router#

ファブリック チャネルのスイッチング モードの表示

特定のモジュールまたはすべてのモジュールについて、ファブリック チャネルのスイッチング 
モードを表示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router# show fabric active スイッチ ファブリックの冗長ステータスを表示します。
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次に、すべてのモジュールについて、ファブリック チャネルのスイッチング モードを表示する
例を示します。

Router# show fabric switching-mode all 
%Truncated mode is allowed
%System is allowed to operate in legacy mode

Module Slot     Switching Mode     Bus Mode
    5                     DCEF     Compact
    9                 Crossbar     Compact
Router#

ファブリック ステータスの表示

特定のスイッチング モジュールまたはすべてのスイッチング モジュールのファブリック ステー
タスを表示するには、次の作業を行います。

次に、すべてのモジュールのファブリック ステータスを表示する例を示します。

Router# show fabric status 
 slot    channel      speed               module               fabric
                                          status               status
    1          0         8G                   OK                   OK
    5          0         8G                   OK          Up- Timeout
    6          0        20G                   OK         Up- BufError
    8          0         8G                   OK                   OK
    8          1         8G                   OK                   OK
    9          0         8G        Down- DDRsync                   OK
Router#

ファブリック利用率の表示

特定のモジュールまたはすべてのモジュールのファブリック利用率を表示するには、次の作業を
行います。

次に、すべてのモジュールのファブリック利用率を表示する例を示します。

Router# show fabric utilization all
Lo% Percentage of Low-priority traffic.
Hi% Percentage of High-priority traffic.

 slot    channel      speed  Ingress Lo%   Egress Lo%  Ingress Hi% Egress Hi%
    5          0        20G            0            0            0          0
    9          0         8G            0            0            0          0

コマンド 目的

Router# show fabric switching-mode [module 
{slot_number | all] 

特定のモジュールまたはすべてのモジュールについて、
ファブリック チャネルのスイッチング モードを表示しま
す。

コマンド 目的

Router# show fabric status [slot_number | all] ファブリック ステータスを表示します。

コマンド 目的

Router# show fabric utilization [slot_number | all] ファブリック利用率を表示します。
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Router#

ファブリック エラーの表示

特定のモジュールまたはすべてのモジュールのファブリック エラーを表示するには、次の作業を
行います。

次に、すべてのモジュールのファブリック エラーを表示する例を示します。

Router# show fabric errors 

Module errors:
 slot    channel        crc      hbeat       sync   DDR sync
    1          0          0          0          0          0
    8          0          0          0          0          0
    8          1          0          0          0          0
    9          0          0          0          0          0

Fabric errors:
 slot    channel       sync     buffer    timeout
    1          0          0          0          0
    8          0          0          0          0
    8          1          0          0          0
    9          0          0          0          0
Router#

コマンド 目的

Router# show fabric errors [slot_number | all] ファブリック エラーを表示します。
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インターフェイスの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX でインターフェイスを設定する手順について説明
します。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • インターフェイス設定の概要（p.8-1）
 • interface コマンドの使用（p.8-2）
 • インターフェイスの範囲設定（p.8-4）
 • インターフェイス レンジ マクロの定義および使用（p.8-5）
 • オプションのインターフェイス機能の設定（p.8-6）
 • OIR の概要（p.8-16）
 • インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス（p.8-16）
 • TDR を使用したケーブル ステータスの確認（p.8-19）

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

インターフェイス設定の概要
ソフトウェアの多くの機能は、インターフェイス単位で有効になります。interface コマンドを入
力する場合、次の情報を指定する必要があります。

 • インターフェイス タイプ

 – ファスト イーサネット（fastethernet キーワードを使用）

 – ギガビット イーサネット（gigabitethernet キーワードを使用）

 – 10 ギガビット イーサネット（tengigabitethernet キーワードを使用）

（注） WAN インターフェイスについては、WAN モジュールのコンフィギュレーション 
ノートを参照してください。
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 • スロット番号 — モジュールの搭載先スロットです。Cisco IOS Software Release 12.2SX でサ
ポートされるスイッチの各スロットには、上から下へ、1 から始まる通し番号が付けられて
います。

 • ポート番号 — モジュールの物理的なポート番号です。Cisco IOS Software Release 12.2SX でサ
ポートされるスイッチのポート番号は、常に 1 から始まります。スイッチ背面の、左から右
へ通し番号が付けられています。

各ポートは、物理的な位置によって識別できます。また、show コマンドを使用して、特定の
ポートまたはすべてのポートに関する情報を表示することもできます。

interface コマンドの使用

（注） ここに記載されているコマンドは、物理ポートと論理インターフェイスの両方を設定するために
使用します。

次の手順は、すべてのインターフェイス設定作業に当てはまります。グローバル コンフィギュ
レーション モードからインターフェイスの設定作業を開始します。インターフェイス コマンド
を使用するには、次の作業を行います。

ステップ 1 特権 EXEC プロンプトで configure terminal コマンドを入力して、グローバル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# 

ステップ 2 グローバル コンフィギュレーション モードで interfaces コマンドを入力します。インターフェイ
ス タイプ、およびコネクタ（インターフェイス カード）の番号を指定します。

次の例では、ファスト イーサネット、スロット 5、インターフェイス 1 を選択しています。

Router(config)# interfaces fastethernet 5/1 
Router(config-if)# 

ステップ 3 インストールされているインターフェイスのすべてのリストを表示するには、show interfaces 
EXEC コマンドを入力します。次の出力例のように、装置がサポートするインターフェイスごと
にレポートが表示されます。

Router# show interfaces fastethernet 5/48 
FastEthernet5/48 is up, line protocol is up 
  Hardware is C6k 100Mb 802.3, address is 0050.f0ac.3083 (bia 0050.f0ac.3083)
  Internet address is 172.20.52.18/27
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, 
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Half-duplex, 100Mb/s
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
  5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
     4834677 packets input, 329545368 bytes, 0 no buffer
     Received 4796465 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
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     51926 packets output, 15070051 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 2 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

ステップ 4 show hardware EXEC コマンドを入力して、システム ソフトウェアおよびハードウェアのリスト
を表示します。

Router# show hardware 
Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(5c)EX, EARLY DEPLOY)
Synced to mainline version: 12.1(5c)
TAC:Home:Software:Ios General:CiscoIOSRoadmap:12.1
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 28-Mar-01 17:52 by hqluong
Image text-base: 0x30008980, data-base: 0x315D0000

ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTFLASH: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JSV-M), Version 12.1(5c)EX, EARLY DEPL)

Router uptime is 2 hours, 55 minutes
System returned to ROM by power-on (SP by power-on)
Running default software

cisco Catalyst 6000 (R7000) processor with 114688K/16384K bytes of memory.
Processor board ID SAD04430J9K
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2

Router# 

ステップ 5 特権 EXEC プロンプトで interface キーワード、インターフェイス タイプ、およびスロット番号 /
ポート番号を入力して、ポート FastEthernet 5/5 の設定を開始する例を次に示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/5 
Router(config-if)# 

（注） インターフェイス タイプとインターフェイス番号の間には、スペースは不要です。上記
の例では、fastethernet 5/5 または fastethernet5/5 のどちらを入力してもかまいません。

ステップ 6 interface コマンドに続いて、個々のインターフェイスに必要なインターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力します。

入力するコマンドによって、そのインターフェイス上で実行されるプロトコルおよびアプリケー
ションが決まります。別の interface コマンドを入力するか、または Ctrl-Z を押してインター
フェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻るまで、入力したコ
マンドが収集され、対応する interface コマンドに適用されます。
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インターフェイスの範囲設定
ステップ 7 インターフェイスを設定したあと、「インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス」
（p.8-16）に記載されている show EXEC コマンドを使用して、インターフェイスのステータスを
確認します。

インターフェイスの範囲設定
インターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードを使用して、同じコンフィギュレー
ション パラメータを持つ複数のインターフェイスを設定できます。インターフェイス レンジ コ
ンフィギュレーション モードを開始すると、このモードを終了するまで、入力したすべてのコマ
ンド パラメータが、その範囲内のすべてのインターフェイスに適用されます。

同じ設定を持つインターフェイスの範囲を設定するには、次の作業を行います。

インターフェイスの範囲を設定する際、次の情報に注意してください。

 • マクロの詳細については、「インターフェイス レンジ マクロの定義および使用」（p.8-5）を
参照してください。

 • カンマで区切って、範囲を 5 つまで入力できます。

 • カンマの前後にスペースは必要ありません。

 • interface range コマンドを使用する場合、インターフェイス番号とハイフンの間にスペース
は必要ありません。

 • no interface range コマンドは VLAN インターフェイスに対応しています。

 • interface range コマンドは、レイヤ 2 VLAN が interface vlan コマンドを使用して作成されな
かった VLAN インターフェイスに対応しています。

（注） リンク ステート メッセージ（[LINK-3-UPDOWN] および [LINEPROTO-5-UPDOWN]）は、デフォ
ルトではディセーブルに設定されています。このメッセージをイネーブルにするには、各イン
ターフェイスに対して logging event link status コマンドを使用します。

次に、ポート FastEthernet 5/1 ～ 5/5 を再びイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface range fastethernet 5/1 - 5 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)#
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/2, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/3, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/4, changed state to up
*Oct  6 08:24:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
5, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
3, changed state to up
*Oct  6 08:24:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
4, changed state to up

コマンド 目的

Router(config)# [no] interface range 
{{vlan vlan_ID - vlan_ID [, vlan vlan_ID - vlan_ID]} 
| {type1 slot/port - port [, type1 slot/port - port]} 
| {macro_name [, macro_name]}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスの範囲を選択します。
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Router(config-if)#

次に、カンマを使用して、タイプの異なるインターフェイス ストリングを追加して範囲を指定
し、ポート FastEthernet 5/1 ～ 5/5 と、ポート GigabitEthernet 1/1 および 1/2 を再びイネーブルにす
る例を示します。

Router(config-if)# interface range fastethernet 5/1 - 5, gigabitethernet 1/1 - 2 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)#
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/1, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/2, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/3, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/4, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to
 up
*Oct  6 08:29:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/2, changed state to
 up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
5, changed state to up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
3, changed state to up
*Oct  6 08:29:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/
4, changed state to up
Router(config-if)#

インターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードで、複数のコンフィギュレーション コ
マンドを入力する場合、各コマンドは入力するたびに実行されます（インターフェイス レンジ 
コンフィギュレーション モードの終了後にまとめて実行されるわけではありません）。

コマンドの実行中にインターフェイス レンジ コンフィギュレーション モードを終了すると、一
部のコマンドが範囲内のすべてのインターフェイスに実行されない場合があります。コマンド プ
ロンプトが再表示されたのを確認してから、インターフェイス レンジ コンフィギュレーション 
モードを終了してください。

インターフェイス レンジ マクロの定義および使用
インターフェイス レンジ マクロを定義して、設定するインターフェイスの範囲を自動的に選択
することができます。interface range macro コマンド ストリングで macro キーワードを使用する
には、事前にマクロを定義しておく必要があります。

インターフェイス レンジ マクロを定義するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/1 ～ 5/4 を選択するように、インターフェイス レンジ マクロ enet_list 
を定義する例を示します。

Router(config)# define interface-range enet_list fastethernet 5/1 - 4 

定義済みのインターフェイス レンジ マクロの設定を表示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# define interface-range macro_name 
{vlan vlan_ID - vlan_ID} | {type1 slot/port - port} 
[, {type1 slot/port - port}] 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

インターフェイス レンジ マクロを定義して、NVRAM
（不揮発性 RAM）に保存します。

Router(config)# no define interface-range macro_name マクロを削除します。
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次に、定義済みのインターフェイス レンジ マクロ enet_list を表示する例を示します。

Router# show running-config | include define 
define interface-range enet_list FastEthernet5/1 - 4
Router#

interface range コマンドでインターフェイス レンジ マクロを使用するには、次の作業を行いま
す。

次に、インターフェイス レンジ マクロ enet_list を使用して、インターフェイス レンジ コンフィ
ギュレーション モードに切り替える例を示します。

Router(config)# interface range macro enet_list 
Router(config-if)# 

オプションのインターフェイス機能の設定
ここではオプションのインターフェイス機能について説明します。

 • イーサネット インターフェイス速度およびデュプレックス モードの設定（p.8-6）
 • ジャンボ フレームのサポートの設定（p.8-9）
 • IEEE 802.3x フロー制御の設定（p.8-13）
 • ポート デバウンス タイマーの設定（p.8-14）
 • インターフェイスに関する説明の追加（p.8-15）

イーサネット インターフェイス速度およびデュプレックス モードの
設定

ここでは、イーサネット ポート速度およびデュプレックス モードを設定する手順について説明
します。

 • 速度およびデュプレックス モード設定時の注意事項（p.8-7）
 • イーサネット インターフェイス速度の設定（p.8-7）
 • インターフェイスのデュプレックス モードの設定（p.8-8）
 • ギガビット イーサネット ポート上のリンク ネゴシエーションの設定（p.8-8）
 • 速度およびデュプレックス モードの設定の表示（p.8-9）

コマンド 目的

Router# show running-config 定義済みのインターフェイス レンジ マクロの設定を表示
します。

コマンド 目的

Router(config)# interface range macro macro_name 定義したインターフェイス レンジ マクロに保存された値
を使用して、設定するインターフェイスの範囲を選択し
ます。
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速度およびデュプレックス モード設定時の注意事項

通常、イーサネット ポート速度およびデュプレックス モード パラメータは auto に設定し、ポー
ト間で速度およびデュプレックス モードをネゴシエーションできるようにします。ポート速度お
よびデュプレックス モードを手動で設定する場合には、次の点について考慮してください。

 • イーサネット ポート速度を auto に設定すると、スイッチは自動的にデュプレックス モード
を auto に設定します。

 • no speed コマンドを入力すると、スイッチは自動的に、速度およびデュプレックスの両方を 
auto に設定します。

 • イーサネット ポート速度を auto 以外の値（10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps など）に設定する
場合は、それに合わせて接続先ポートを設定してください。接続先ポートが速度をネゴシ
エーションするように設定しないでください。

 • イーサネット ポート速度を 10 Mbps または 100 Mbps のいずれかに手動で設定すると、スイッ
チがポートのデュプレックス モードを設定するように求めるプロンプトを表示します。

（注） 接続先ポートが auto 以外の値に設定されている場合、LAN ポートはイーサネット ポート速度お
よびデュプレックス モードを自動的にネゴシエーションできません。

注意 イーサネット ポート速度およびデュプレックス モードの設定を変更すると、インターフェイス
がシャットダウンされてから再びイネーブルになる場合があります。

イーサネット インターフェイス速度の設定

（注） 10/100 Mbps または 10/100/1000 Mbps イーサネット ポート上でイーサネット ポート速度を auto に
設定すると、速度およびデュプレックスが両方とも自動ネゴシエーションされます。

10/100 Mbps または 10/100/1000 Mbps イーサネット ポートのポート速度を設定するには、次の作
業を行います。

10/100/1000 Mbps イーサネット ポートのポート速度を設定する際、次の情報に注意してくださ
い。

 • ネゴシエーション速度を 10 Mbps または 100 Mbps に制限するには、auto 10 100 キーワードを
入力します。

 • auto 10 100 1000 キーワードには、auto キーワードと同じ効果があります。

次に、ポート FastEthernet 5/4 の速度を 100 Mbps に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/4
Router(config-if)# speed 100

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface fastethernet slot/port 設定するイーサネット ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# speed {10 | 100 | 1000 | 
{auto [10 100 [1000]]}} 

イーサネット インターフェイス速度を設定しま
す。

Router(config-if)# no speed デフォルト設定に戻します（speed auto）。
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インターフェイスのデュプレックス モードの設定

（注） • 10 ギガビット イーサネットおよびギガビット イーサネットは全二重通信専用です。ギガ
ビット イーサネット用に設定された 10 ギガビット イーサネット ポート、ギガビット イーサ
ネット ポート、または 10/100/1000 Mbps ポート上では、デュプレックス モードを変更できま
せん。

 • 10/100 Mbps または 10/100/1000 Mbps イーサネット ポート上でポート速度を auto に設定する
と、速度およびデュプレックスが両方とも自動ネゴシエーションされます。自動ネゴシエー
ション ポートのデュプレックス モードは変更できません。

イーサネット ポートまたはファスト イーサネット ポートのデュプレックス モードを設定するに
は、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/4 のデュプレックス モードを full に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/4
Router(config-if)# duplex full

ギガビット イーサネット ポート上のリンク ネゴシエーションの設定

（注） リンク ネゴシエーションでは、ポート速度のネゴシエーションは行われません。

ギガビット イーサネット ポートでは、リンク ネゴシエーションによってフロー制御パラメータ、
リモート障害情報、およびデュプレックス情報が交換されます。リンク ネゴシエーションはデ
フォルトでイネーブルです。

リンクの両端のポートは同じ設定にする必要があります。リンクの両端で設定が矛盾している場
合（一方のポートでリンク ネゴシエーションがイネーブルで、他方のポートではディセーブルの
場合）、リンクはアクティブになりません。

表 8-1 に、設定可能な 4 種類のリンク ネゴシエーションと設定ごとのリンク ステータスを示しま
す。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface fastethernet slot/port 設定するイーサネット ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# duplex [auto | full | half] イーサネット ポートのデュプレックス モードを
設定します。

Router(config-if)# no duplex デフォルト設定に戻します（duplex auto）。

表 8-1 リンク ネゴシエーションの設定およびリンク ステータス 

リンク ネゴシエーションのステート リンク ステータス

ローカル ポート リモート ポート ローカル ポート リモート ポート

オフ オフ アップ アップ

オン オン アップ アップ

オフ オン アップ ダウン

オン オフ ダウン アップ
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特定のポート上でリンク ネゴシエーションを設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 5/4 上でリンク ネゴシエーションをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 5/4 
Router(config-if)# no speed nonegotiate 

速度およびデュプレックス モードの設定の表示

ポート速度およびデュプレックス モードの設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/4 の速度およびデュプレックス モードを表示する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 5/4
FastEthernet5/4 is up, line protocol is up
  Hardware is Cat6K 100Mb Ethernet, address is 0050.f0ac.3058 (bia 0050.f0ac.3058)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:33, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     1238 packets input, 273598 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     1380 packets output, 514382 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router# 

ジャンボ フレームのサポートの設定

ここではジャンボ フレームのサポートについて説明します。

 • ジャンボ フレームのサポートの概要（p.8-10）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface gigabitethernet 
slot/port 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# speed nonegotiate リンク ネゴシエーションをディセーブルにしま
す。

Router(config-if)# no speed nonegotiate デフォルトの設定（リンク ネゴシエーションが
イネーブル）に戻します。

コマンド 目的

Router# show interfaces type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

速度およびデュプレックス モードの設定を表示します。
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 • MTU サイズの設定（p.8-12）

注意 次のスイッチング モジュールは、8092 バイトの 大入力フレーム サイズをサポートします。 
 

• 100 Mbps で稼働している場合の WS-X6516-GE-TX 
• WS-X6148-RJ-45、WS-X6148-RJ-45V および WS-X6148-RJ21、WS-X6148-RJ21V 
• WS-X6248-RJ-45 および WS-X6248-TEL 
• WS-X6248A-RJ-45 および WS-X6248A-TEL 
• WS-X6348-RJ-45、WS-X6348-RJ45V および WS-X6348-RJ-21、WX-X6348-RJ21V 
 

ジャンボ フレームのサポートが設定されていると、これらのモジュールは、8092 バイトより大
きい入力フレームをドロップします。

（注） WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX では、ジャンボ 
フレームをサポートしません。

ジャンボ フレームのサポートの概要

ここではジャンボ フレームのサポートについて説明します。

 • ジャンボ フレームのサポートの概要（p.8-10）
 • イーサネット ポート（p.8-11）
 • VLAN インターフェイス（p.8-12）

ジャンボ フレームのサポートの概要

ジャンボ フレームは、デフォルトのイーサネット サイズよりも大きなフレームです。ポートや 
VLAN インターフェイスにデフォルト値より大きい Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送
ユニット）サイズを設定し、グローバル LAN ポート MTU サイズを設定することにより、ジャン
ボ フレームのサポートをイネーブルにします。

（注） • ジャンボ フレームのサポートは、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）上のソフトウェ
アのルーテッド トラフィックをフラグメント化します。

 • ジャンボ フレームのサポートは、ブリッジド トラフィックをフラグメント化しません。

入力 10 Mbps、10/100 Mbps、100 Mbps イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネット ポートで
のブリッジドおよびルーテッド トラフィック サイズのチェック

ジャンボ フレームのサポートは、デフォルト値以外の MTU サイズが設定された入力 10 Mbps、
10/100 Mbps、100 Mbps イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネット LAN ポートで、入力ト
ラフィック サイズとグローバルな LAN ポート MTU サイズを比較します。ポートでは、サイズ
が大きいトラフィックがドロップされます。グローバルな LAN ポートの MTU サイズを設定でき
ます（「グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定」[p.8-13] を参照）。

入力ギガビット イーサネット ポートでのブリッジドおよびルーテッド トラフィック サイズのチェッ
ク

ギガビット イーサネット LAN ポートにデフォルト値以外の MTU サイズを設定すると、パケッ
ト サイズが 64 バイトより大きい場合に、フレームを許可します。デフォルト値以外の MTU サイ
ズが設定されている場合、ギガビット イーサネット LAN ポートはサイズが大きい入力フレーム
を調べません。
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PFC でのルーテッド トラフィック サイズのチェック

ルーティングする必要があるトラフィックに対して、Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィー
チャ カード）のジャンボ フレームのサポートは設定された MTU サイズとトラフィック サイズを
比較し、そのトラフィックに対応できる MTU サイズが設定されたインターフェイス間のジャン
ボ トラフィックに、レイヤ 3 スイッチングが提供されます。MTU サイズが十分な大きさに設定
されていないインターフェイス間では、[do not fragment bit] が設定されていない場合、PFC はト
ラフィックを RP に送信して、フラグメント化およびソフトウェアでのルーティングを行います。
[do not fragment bit] が設定されていれば、PFC はトラフィックをドロップします。

出力 10 Mbps、10/100 Mbps、100 Mbps イーサネット ポートでのブリッジドおよびルーテッド トラ
フィック サイズのチェック

10 Mbps、10/100 Mbps、100 Mbps イーサネット LAN ポートにデフォルト値以外の MTU サイズを
設定すると、パケット サイズが 64 バイトより大きいフレームが送信されます。デフォルト値以
外の MTU サイズが設定されている場合、10 Mbps、10/100 Mbps、100 Mbps イーサネット LAN 
ポートはサイズが大きい出力フレームをチェックしません。

出力ギガビット イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネット ポートでのブリッジドおよびルー
テッド トラフィック サイズのチェック

ジャンボ フレームのサポートは、デフォルト値以外の MTU サイズが設定された出力ギガビット 
イーサネットおよび 10 ギガビット イーサネット LAN ポートで、出力トラフィック サイズとグ
ローバルな出力 LAN ポートの MTU サイズを比較します。ポートでは、サイズが大きいトラ
フィックがドロップされます。グローバルな LAN ポートの MTU サイズを設定できます（「グ
ローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定」[p.8-13] を参照）。

イーサネット ポート

ここでは、イーサネット ポートに対する、デフォルト値以外の MTU サイズの設定について説明
します。

 • イーサネット ポートの概要（p.8-11）
 • レイヤ 3 イーサネット ポート（p.8-12）
 • レイヤ 2 イーサネット ポート（p.8-12）

イーサネット ポートの概要

デフォルト値以外の MTU サイズを 10 Mbps、10/100 Mbps、または 100 Mbps イーサネット ポート
に設定すると、出力パケットはグローバルな LAN ポートの MTU サイズに制限され、64 バイト
より大きいサイズの出力トラフィックが許可されます。

ギガビット イーサネット ポートでデフォルト値以外の MTU サイズを設定すると、64 バイトより
大きいすべてのサイズの入力パケットが許可され、出力トラフィックはグローバルな LAN ポー
トの MTU サイズに制限されます。

デフォルト値以外の MTU サイズを 10 ギガビット イーサネット ポートに設定すると、入出力パ
ケットはグローバルな LAN ポートの MTU サイズに制限されます。

イーサネット ポートにデフォルト値以外の MTU サイズを設定すると、ルーテッド トラフィック
は設定された MTU サイズに制限されます。
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いずれのイーサネット ポートでも MTU サイズを設定できます。

レイヤ 3 イーサネット ポート

レイヤ 3 ポートでは、レイヤ 3 イーサネット ポートごとにグローバルな LAN ポート MTU サイズ
とは異なる MTU サイズを設定できます。

（注） デフォルト値以外の MTU サイズが設定されているレイヤ 3 イーサネット LAN ポートを経由する
トラフィックは、グローバルな LAN ポートの MTU サイズにも影響を受けます（「グローバルな
出力 LAN ポート MTU サイズの設定」[p.8-13] を参照）。

レイヤ 2 イーサネット ポート

レイヤ 2 ポートでは、グローバルな LAN ポート MTU サイズと一致する MTU サイズのみを設定
できます（「グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定」[p.8-13] を参照）。

VLAN インターフェイス

レイヤ 3 VLAN インターフェイスごとに異なる MTU サイズを設定できます。VLAN インター
フェイスにデフォルト値以外の MTU サイズを設定すると、トラフィックはデフォルト値以外の 
MTU サイズに制限されます。ジャンボ フレームをサポートするように VLAN インターフェイス
に MTU サイズを設定できます。

MTU サイズの設定

ここでは、MTU サイズを設定する手順について説明します。

 • MTU サイズの設定（p.8-12）
 • グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定（p.8-13）

MTU サイズの設定

MTU サイズを設定するには、次の作業を行います。

MTU サイズを設定する際、次の情報に注意してください。

 • VLAN インターフェイスとレイヤ 3 イーサネット ポートについては、サポートされている 
MTU 値は 64 ～ 9,216 バイトです。

 • レイヤ 2 イーサネット ポートでは、グローバルな出力 LAN ポートの MTU サイズのみ設定で
きます（「グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定」[p.8-13] を参照）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number} slot/port}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、または ge-wan 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mtu mtu_size MTU サイズを設定します。

Router(config-if)# no mtu デフォルトの MTU サイズ（1,500 バイト）に戻
します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface 
[{gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port] 

実行コンフィギュレーションを表示します。
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次に、ポート GigabitEthernet 1/2 上で MTU サイズを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2 
Router(config-if)# mtu 9216
Router(config-if)# end

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show interface gigabitethernet 1/2
GigabitEthernet1/2 is administratively down, line protocol is down
  Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0030.9629.9f88 (bia 0030.9629.9f88)
  MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

（テキスト出力は省略）
Router#

グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズの設定

グローバルな出力 LAN ポート MTU サイズを設定するには、次の作業を行います。

IEEE 802.3x フロー制御の設定

ギガビット イーサネット ポートおよび 10 ギガビット イーサネット ポートは、指定時間のあいだ
ポートへのフレーム送信を停止するためにフロー制御を使用します。他のイーサネット ポート
は、フロー制御要求に応答するためにフロー制御を使用します。

ギガビット イーサネット ポートまたは 10 ギガビット イーサネット ポートの受信バッファがいっ
ぱいになると、指定時間のあいだフレーム送信処理を遅らせるようにリモート ポートに要求する 
IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信するように、ポートを設定できます。すべてのイーサネット 
ポートは他の装置からの IEEE 802.3x ポーズ フレームに応答するように設定できます。

イーサネット ポート上でフロー制御を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# system jumbomtu mtu_size グローバルな出力 LAN ポートの MTU サイズを
設定します。

Router(config)# no system jumbomtu デフォルトのグローバルな出力 LAN ポートの 
MTU サイズ（9,216 バイト）に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# flowcontrol {receive | send} 
{desired | off | on}

ポーズ フレームを送信またはポーズ フレームに
応答するように、ポートを設定します。

Router(config-if)# no flowcontrol {receive | 
send} 

デフォルトのフロー制御設定に戻します。

ステップ 3 Router# show interfaces [type1 slot/port] 
flowcontrol 

すべてのポートのフロー制御設定を表示します。
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フロー制御を設定する際、次の情報に注意してください。

 • WS-X6502-10GE 10 ギガビット イーサネット ポートがポーズ フレームに応答する方法は設定
できません。WS-X6502-10GE 10 ギガビット イーサネット ポートは、ポーズ フレームに応答
するように永続的に設定されています。

 • ポートがポーズ フレームに応答する方法を設定する場合、次の情報に注意してください。

 – ギガビット イーサネット ポートでは、リモート ポートの設定が不明な場合は、receive 
desired キーワードを使用して、受信したポーズ フレームに応答するようにギガビット 
イーサネット ポートを設定できます（ギガビット イーサネット ポートでのみサポートさ
れます）。

 – receive on キーワードを使用すると、受信したポーズ フレームに応答するようにポート
が設定されます。

 – receive off キーワードを使用すると、受信したポーズ フレームを無視するようにポート
が設定されます。

 • ポート上のポーズ フレームの送信を設定する場合は、次の情報に注意してください。

 – ギガビット イーサネット ポートでは、リモート ポートの設定が不明な場合は、send 
desired キーワードを使用して、ポーズ フレームを送信するようにギガビット イーサ
ネット ポートを設定できます（ギガビット イーサネット ポートでのみサポートされま
す）。

 – send on キーワードを使用すると、ポーズ フレームを送信するようにポートが設定されま
す。

 – send off キーワードを使用すると、ポーズ フレームを送信しないようにポートが設定さ
れます。

次に、フロー制御の受信を有効にし、フロー制御設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2
Router(config-if)# flowcontrol receive on
Router(config-if)# end
Router# show interfaces flowcontrol

Interface Send         Receive
Gi1/1     Desired      OFF
Gi1/2     Desired      ON
Fa5/1     Not capable  OFF

（テキスト出力は省略）

ポート デバウンス タイマーの設定

ポート デバウンス タイマーはリンク変更の通知を遅らせ、ネットワークの再設定によるトラ
フィック損失を減らすことができます。ポート デバウンス タイマーは、各 LAN ポートに、個別
に設定できます。

注意 ポート デバウンス タイマーをイネーブルにすると、リンクダウンの検出が遅れることになり、
デバウンス期間中のトラフィック損失につながります。この状況は、一部のレイヤ 2 とレイヤ 3 
プロトコルのコンバージェンスと再コンバージェンスに影響する可能性があります。
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ポート上でデバウンス タイマーを設定するには、次の作業を行います。

ポートのデバウンス タイマーを設定する際、次の情報に注意してください。

 • time キーワードは、光ファイバ ギガビット イーサネット ポートでのみサポートされていま
す。

 • 銅製メディアを通じて 1000 Mbps で動作しているポートで、ポート デバウンス タイマー値を 
100 ミリ秒単位で 5,000 ミリ秒まで増やすことができます。

 • デバウンス タイマーは 10 Gbps 銅製メディアを認識し、メディアのみの変更を検出します。

表 8-2 は、リンク変更の通知前に発生する時間遅延を一覧表示します。

次に、ポート FastEthernet 5/12 のポート デバウンス タイマーをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# link debounce 
Router(config-if)# end 

次に、ポート デバウンス タイマーの設定を表示する例を示します。

Router# show interfaces debounce | include enable 
Fa5/12  enable          3100

インターフェイスに関する説明の追加

インターフェイスの機能をわかりやすくするため、インターフェイスに関する説明を追加できま
す。説明は、show configuration、show running-config、および show interfaces コマンドの出力に
表示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# link debounce 
[time debounce_time]

デバウンス タイマーを設定します。

Router(config-if)# no link debounce デフォルト設定に戻します。

ステップ 3 Router# show interfaces debounce 設定を確認します。

表 8-2 ポート デバウンス タイマー遅延時間 

ポート タイプ
デバウンス タイマーが
ディセーブルの場合

デバウンス タイマーが
イネーブルの場合

10 Mbps または 100 Mbps で動作するポート 300 ミリ秒 3,100 ミリ秒

銅製メディアを通じて 1000 Mbps または 10 Gbps で動作するポー
ト

300 ミリ秒 3,100 ミリ秒

光ファイバ メディアを通じて 1000 Mbps または 10 Gbps で動作す
るポート（WS-X6502-10GE を除く）

10 ミリ秒 100 ミリ秒

WS-X6502-10GE 10 Gbps ポート 1000 ミリ秒 3,100 ミリ秒
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OIR の概要
インターフェイスに説明を追加するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/5 に関する説明を追加する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/5 
Router(config-if)# description Channel-group to "Marketing" 

OIR の概要
Catalyst 6500 シリーズ スイッチでは活性挿抜（online insertion and removal; OIR）機能がサポート
されており、システムをオンラインにしたままモジュールの取り外しおよび交換を行うことがで
きます。モジュールを取り外す前にシャットダウンし、取り付けたあとで再起動しても、他のソ
フトウェアまたはインターフェイスはシャットダウンされません。

（注） 取り外しおよび取り付けを行うモジュールは、一度に 1 つだけにしてください。モジュールの取
り外しおよび取り付け後に、LED を確認してから次の作業を始めます。モジュールの LED につ
いては、『Catalyst 6500 Series Switch Installation Guide』を参照してください。

モジュールの取り外しおよび取り付けを行うと、Catalyst 6500 シリーズ スイッチはモジュールの
トラフィック処理を停止し、設定の変更がないかどうかシステムを走査します。各インターフェ
イス タイプがシステム コンフィギュレーションと照合してチェックされます。そのあと、シス
テムは新しいモジュールに関して診断を実行します。モジュールの取り付けおよび取り外し中
に、通常の動作が中断されることはありません。

スイッチがオンラインにできるのは、設定が同一の交換モジュールだけです。同一モジュールで
の OIR をサポートするために、モジュールを取り外すときにモジュール設定が running-config 
ファイルから削除されません。

交換モジュールと取り外したモジュールが異なる場合は、交換モジュールを設定したあとに、ス
イッチがモジュールをオンラインにします。

レイヤ 2 MAC（メディア アクセス制御）アドレスは Electrically Erasable Programmable Read-Only 
Memory（EEPROM; 電気的消去再書き込み可能 ROM）上に保存され、システムがスイッチング 
テーブルおよびデータ構造を更新しなくても、モジュールをオンラインで交換できます。レイヤ 
2 MAC アドレスは、インストールされているモジュールのタイプとは関係なく、スーパーバイザ 
エンジンを交換しないかぎり変更されません。スーパーバイザ エンジンを交換すると、すべての 
ポートのレイヤ 2 MAC アドレスが、新しいスーパーバイザ エンジン上のアドレス アロケータで
指定されるアドレスに変更されます。

インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス
ここでは、インターフェイスをモニタおよびメンテナンスするために行う作業について説明しま
す。

 • インターフェイス ステータスのモニタリング（p.8-17）
 • インターフェイスのカウンタのクリア（p.8-17）
 • インターフェイスのリセット（p.8-18）
 • インターフェイスのシャットダウンおよび再起動（p.8-18）

コマンド 目的

Router(config-if)# description string インターフェイスに説明を追加します。

Router(config-if)# no description インターフェイスから説明を削除します。
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インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス
インターフェイス ステータスのモニタリング

インターフェイスに関する情報（ソフトウェア / ハードウェアのバージョン、インターフェイス
統計情報など）を表示するためのコマンドが準備されています。これらのコマンドは、EXEC プ
ロンプトで入力します。次の表に、インターフェイスを監視するためのコマンドをいくつか紹介
します（show コマンドのすべてのリストを表示するには、EXEC プロンプトで show ? コマンド
を入力します）。これらのコマンドについての詳細は、『Cisco IOS Interface Command Reference』
を参照してください。

インターフェイスに関する情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/5 のステータスを表示する例を示します。

Router# show protocols fastethernet 5/5 
FastEthernet5/5 is up, line protocol is up
Router# 

インターフェイスのカウンタのクリア

show interfaces コマンドで表示されるインターフェイス カウンタをクリアするには、次の作業を
行います。

次に、ポート FastEthernet 5/5 のカウンタをクリアしてリセットする例を示します。

Router# clear counters fastethernet 5/5 
Clear "show interface" counters on this interface [confirm] y 
Router#
*Sep 30 08:42:55: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on interface FastEthernet5/5

clear counters コマンドを実行すると、オプションの引数を使用して特定のインターフェイスを指
定しないかぎり、現在のすべてのインターフェイス カウンタがクリアされます。

コマンド 目的

Router# show ibc 現在の内部ステータス情報を表示します。

Router# show eobc 現在の内部帯域外情報を表示します。

Router# show interfaces [type slot/port] すべてのインターフェイスまたは特定のインターフェイ
スについて、ステータスおよび設定を表示します。

Router# show running-config 現在の実行コンフィギュレーションを表示します。

Router# show rif 現在の Routing Information Field（RIF）キャッシュの内容
を表示します。

Router# show protocols [type slot/port] 設定されている任意のプロトコルについて、グローバル
（システム全体）およびインターフェイス固有のステータ
スを表示します。

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

コマンド 目的

Router# clear counters {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel channel_ID}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

インターフェイス カウンタをクリアします。
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インターフェイスのモニタリングおよびメンテナンス
（注） clear counters コマンドでは、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）を使用して取得したカ
ウンタはクリアされず、show interfaces EXEC コマンドで表示されるカウンタだけがクリアされ
ます。

インターフェイスのリセット

インターフェイスをリセットするには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/5 をリセットする例を示します。

Router# clear interface fastethernet 5/5 
Router# 

インターフェイスのシャットダウンおよび再起動

インターフェイスをシャットダウンすると、指定したインターフェイス上のすべての機能がディ
セーブルになり、そのインターフェイスはすべてのモニタ コマンド出力で使用不能として表示さ
れます。この情報は、あらゆるダイナミック ルーティング プロトコルを通じて、他のネット
ワーク サーバに伝達されます。そのインターフェイスは、あらゆるルーティング アップデート
に含まれなくなります。

インターフェイスをシャットダウンしたあとで再起動するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/5 をシャットダウンする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/5 
Router(config-if)# shutdown 
Router(config-if)#
*Sep 30 08:33:47: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/5, changed state to 
administratively down

次に、ポート FastEthernet 5/5 を再びイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)#
*Sep 30 08:36:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet5/5, changed state to up

インターフェイスがディセーブルになったかどうかを確認するには、show interfaces EXEC コマ
ンドを使用します。シャットダウンされたインターフェイスは、show interfaces コマンドの出力
では [administratively down] と表示されます。

コマンド 目的

Router# clear interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

インターフェイスをリセットします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel channel_ID}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# shutdown インターフェイスをシャットダウンします。

ステップ 3 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスを再びイネーブルにします。
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TDR を使用したケーブル ステータスの確認  
TDR を使用したケーブル ステータスの確認
TDR（time domain reflectometer; タイム ドメイン リフレクトメータ）を使用して銅線ケーブルの
ステータスを確認できます。TDR は、まず信号ケーブルに送信し、反射して戻ってきた信号を読
み取ることでケーブルの不良を検出します。信号の全部または一部が、ケーブルの不良箇所また
はケーブルの終端から反射して戻ってきます。

リンクを確立できない場合に、TDR を使用してケーブルが不良かどうかを判断します。これは、
既存スイッチの交換、ギガビット イーサネットへのアップグレード、または新しいケーブルを導
入する際に特に重要になります。

TDR テストの開始前にポートを起動しておく必要があります。ポートがダウンしている場合、
test cable-diagnostics tdr コマンドを正常に入力できず、次のようなメッセージが表示されます。

Router# test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet2/12 
% Interface Gi2/12 is administratively down
% Use 'no shutdown' to enable interface before TDR test start.

（注） • TDR は、 大 115 メートルまでのケーブルをテストできます。

 • TDR をサポートするモジュールの詳細については、『Release Notes for Cisco IOS Release 
12.2(33)SXH and Later Releases』を参照してください。

TDR テストを開始または停止するには、次の作業を行います。

次に、TDR ケーブル診断を実行する例を示します。

Router # test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet2/1 
TDR test started on interface Gi2/1 
A TDR test can take a few seconds to run on an interface 
Use 'show cable-diagnostics tdr' to read the TDR results.
Router #

コマンド 目的

test cable-diagnostics tdr interface {interface 
interface_number}

TDR テストを開始または停止します。
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TDR を使用したケーブル ステータスの確認
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UDLD の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リン
ク検出）プロトコルを設定する方法について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • UDLD の概要（p.9-1）
 • UDLD のデフォルト設定（p.9-3）
 • UDLD の設定（p.9-3）

UDLD の概要 
ここでは、UDLD の機能について説明します。

 • UDLD の概要（p.9-1）
 • UDLD アグレッシブ モード（p.9-2）

UDLD の概要

シスコ独自の UDLD プロトコルにより、LAN ポートに接続された光ファイバまたは銅製（カテ
ゴリ 5 ケーブルなど）イーサネット ケーブルを使用して接続された装置で、ケーブルの物理構成
をモニタし、単一方向リンクの存在を検出できます。単一方向リンクが検出されると、UDLD が
関係のある LAN ポートをシャットダウンし、ユーザに通知します。単一方向リンクは、スパニ
ング ツリー トポロジ ループをはじめ、様々な問題を引き起こす可能性があります。

UDLD は、レイヤ 1 プロトコルと連動し、リンクの物理的ステータスを判別するレイヤ 2 プロト
コルです。レイヤ 1 では、物理的シグナリングおよび障害検出は、自動ネゴシエーションによっ
て処理されます。UDLD は、ネイバーの ID の検知、誤って接続された LAN ポートのシャットダ
ウンなど、自動ネゴシエーションでは実行不可能な処理を実行します。自動ネゴシエーションと 
UDLD の両方をイネーブルにすると、レイヤ 1 とレイヤ 2 の検知機能が連動し、物理的および論
理的な単一方向接続、および他のプロトコルの誤動作を防止します。
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UDLD の概要
リンク上でローカル装置が送信したトラフィックをネイバーが受信するのにネイバーから送信さ
れたトラフィックをローカル装置が受信しない場合に、単一方向リンクが発生します。対になっ
ているファイバ ケーブルのどちらかの接続が切断された場合、自動ネゴシエーションがアクティ
ブであるかぎり、そのリンクは存続できません。この場合、論理リンクは不定であり、UDLD は
何の処理も行いません。レイヤ 1 で両方のファイバが正常に稼働していれば、レイヤ 2 の UDLD 
はそれらのファイバが正しく接続しているかどうか、また、トラフィックが適切なネイバー間で
双方向に流れているかどうかを判別します。自動ネゴシエーションはレイヤ 1 で行われるので、
このチェックは自動ネゴシエーションでは実行されません。

UDLD をイネーブルに設定した LAN ポートは、近接装置に定期的に UDLD パケットを送信しま
す。このパケットが一定時間内にエコー バックされ、かつ特定の確認応答（エコー）がない場合
には、そのリンクは単一方向リンクとしてフラグ付けされ、LAN ポートがシャットダウンされ
ます。プロトコルが単一方向リンクを正しく識別して使用を禁止するには、リンクの両端の装置
で UDLD をサポートする必要があります。

（注） デフォルトでは、UDLD は銅製 LAN ポート上ではローカルにディセーブルに設定されています。
このタイプのメディアは、アクセス ポートに使用されることが多いので、メディアに不要な制御
トラフィックを送信しません。

図 9-1 に、単一方向リンク条件の例を示します。スイッチ B は、ポート上でスイッチ A から正常
にトラフィックを受信しますが、スイッチ A は、同じポート上でスイッチ B からのトラフィック
を受信しません。UDLD によって問題が検出され、ポートがディセーブルにされます。

図 9-1 単一方向リンク

UDLD アグレッシブ モード

UDLD アグレッシブ モードはデフォルトではディセーブルに設定されています。UDLD アグレッ
シブ モードは、そのモードをサポートするネットワーク装置間のポイントツーポイントのリンク
上に限って設定してください。UDLD アグレッシブ モードをイネーブルに設定した場合、UDLD 
近接関係が設定されている双方向リンク上のポートが UDLD パケットを受信しなくなったとき、
UDLD はネイバーとの接続を再確立しようとします。この試行に 8 回失敗すると、ポートはディ
セーブルになります。

スパニング ツリー ループを防止するために、デフォルトの 15 秒間隔を使用する通常の UDLD に
より、（デフォルトのスパニング ツリー パラメータを使用している場合）ブロッキング ポートが
フォワーディング ステートに移行する前に、すみやかに単一方向リンクをシャットダウンできま
す。

UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにすると、次のような状況でさらに利点をもたらしま
す。

 • リンクの一方の側でポート スタック（TX および RX 両方）を使用している場合

 • リンクの一方の側がダウンしているけれど、もう一方の側がアップしたままの場合

TX

TX

RX

RX

 A

 B

18
72

0
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UDLD のデフォルト設定 
このような状況では、UDLD アグレッシブ モードにより、リンク上のポートの 1 つがディセーブ
ルになり、トラフィックの廃棄が防止されます。

UDLD のデフォルト設定
表 9-1 に、UDLD のデフォルト設定を示します。

UDLD の設定
ここでは、UDLD の設定手順について説明します。

 • UDLD のグローバルなイネーブル化（p.9-3）
 • 個別の LAN インターフェイス上での UDLD のイネーブル化（p.9-4）
 • 光ファイバ LAN インターフェイス上での UDLD のディセーブル化（p.9-4）
 • UDLD プローブ メッセージ インターバルの設定（p.9-5）
 • ディセーブルになった LAN インターフェイスのリセット（p.9-5）

UDLD のグローバルなイネーブル化

すべての光ファイバ LAN ポートで UDLD をグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行
います。

表 9-1 UDLD のデフォルト設定 

機能 デフォルト値

UDLD グローバル イネーブル ステート グローバルにディセーブル

UDLD アグレッシブ モード ディセーブル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（光ファイバ メ
ディア用）

すべてのイーサネット光ファイバ LAN ポートでイネーブ
ル

ポート別の UDLD イネーブル ステート（ツイストペア [
銅製 ] メディア用）

すべてのイーサネット 10/100 および 1000BASE-TX LAN 
ポートでディセーブル

コマンド 目的

Router(config)# udld {enable | aggressive} 光ファイバ LAN ポート上で UDLD をグローバルにイネー
ブルにします。

（注） このコマンドで設定できるのは、光ファイバ LAN 
ポートだけです。このコマンドによる設定は、
個々の LAN ポートの設定によって上書きされま
す。

Router(config)# no udld {enable | aggressive} 光ファイバ LAN ポート上で UDLD をグローバルにディ
セーブルにします。
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UDLD の設定
個別の LAN インターフェイス上での UDLD のイネーブル化

個別の LAN ポート上で UDLD をイネーブルにするには、次の作業を行います。

光ファイバ LAN インターフェイス上での UDLD のディセーブル化

個別の光ファイバ LAN ポート上で UDLD をディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# udld port [aggressive] 特定の LAN ポート上で UDLD をイネーブルにし
ます。aggressive キーワードを入力して、アグ
レッシブ モードをイネーブルにします。光ファ
イバ LAN ポートの場合、このコマンドは udld 
enable グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドによる設定を上書きします。

Router(config-if)# no udld port [aggressive] 光ファイバ以外の LAN ポート上で UDLD をディ
セーブルにします。

（注） 光ファイバ LAN ポートの場合、no udld 
port コマンドを使用すると、LAN ポート
の設定は udld enable グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドによる設定に戻
ります。

ステップ 3 Router# show udld type1 slot/number 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# udld port disable 光ファイバの LAN ポート上で UDLD をディセー
ブルにします。

Router(config-if)# no udld port disable udld enable グローバル コンフィギュレーション 
コマンドによる設定に戻します。

（注） このコマンドは、光ファイバ LAN ポート
でのみサポートされています。

ステップ 3 Router# show udld type1 slot/number 設定を確認します。
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UDLD の設定 
UDLD プローブ メッセージ インターバルの設定

アドバタイズ モードにあり、現在双方向に設定されているポートで、UDLD プローブ メッセー
ジの間隔を設定するには、次の作業を行います。

ディセーブルになった LAN インターフェイスのリセット

UDLD によってシャットダウンされたすべての LAN ポートをリセットするには、次の作業を行
います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# udld message time interval アドバタイズ モードにあり、現在双方向に設定
されているポートで、UDLD プローブ メッセー
ジの間隔を設定します。有効値の範囲は 7 ～ 90 
秒です。

Router(config)# no udld message デフォルト値（60 秒）に戻ります。

ステップ 2 Router# show udld type1 slot/number 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定を確認します。

コマンド 目的

Router# udld reset UDLD によってシャットダウンされたすべての LAN ポー
トをリセットします。
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UDLD の設定
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電源管理および環境モニタリング

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX の電源管理および環境モニタリング機能について
説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 電源管理の概要（p.10-1）
 • 環境モニタリングの概要（p.10-9）

電源管理の概要 
ここでは電源管理について説明します。

 • 電源の冗長構成のイネーブル化またはディセーブル化（p.10-2）
 • モジュールの電源切断および電源投入（p.10-3）
 • システムの電力ステータスの確認（p.10-4）
 • モジュールの電源オフ / オン（p.10-4）
 • システムの所要電力の判別（p.10-5）
 • システムのハードウェア容量の判別（p.10-5）
 • センサーの温度しきい値の判別（p.10-8）

（注） システムの電源装置を冗長構成にする場合は、両方の電源装置のワット数が同じでなければなり
ません。Catalyst 6500 シリーズ スイッチでは、同一シャーシ内で AC 入力および DC 入力電源装
置の両方を使用できます。サポートされる電源構成の詳細については、『Catalyst 6500 Series 
Switch Installation Guide』を参照してください。

モジュールは、所要電力がそれぞれ異なります。構成によっては、必要とされる電力が 1 台の電
源装置では足りない場合があります。電源管理機能を使用すると、電源装置 2 台で搭載されたモ
ジュールすべてに電力供給できます。ただし、両方の電源装置から供給される合計電力が 1 台の
電源装置の電力容量よりも大きくなることはないので、冗長構成はこの構成ではサポートされま
せん。ここでは、冗長および非冗長の電源構成について説明します。

システムの所要電力については、「システムの所要電力の判別」（p.10-5）を参照してください。
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電源管理の概要
電源の冗長構成のイネーブル化またはディセーブル化

冗長構成をディセーブルまたはイネーブルにするには（デフォルトでイネーブル）、グローバル 
コンフィギュレーション モードで power redundancy-mode combined | redundant コマンドを入力
します。電源装置の構成は、いつでも冗長または非冗長に変更できます。

冗長構成をディセーブルにするには、combined キーワードを使用します。非冗長構成では、シ
ステムで使用できる電力量は、2 台の電源装置で供給できる合計電力です。システムは合計電力
量の許容範囲以内であれば、何個でもモジュールに電力を供給できます。ただし、1 台の電源装
置が故障し、それまでに電力が供給されていた全モジュールに供給できる十分な電力がない場
合、システムは十分な電力を供給できないモジュールの電源を切断します。

冗長構成をイネーブルにするには、redundant キーワードを使用します。冗長構成では、両方の
電源装置から供給される合計電力が、1 台の電源装置の電力容量よりも大きくなることはありま
せん。1 台の電源装置が故障した場合、もう 1 台がシステムの負荷全体を引き継ぎます。2 台の
電源装置を搭載して電源をオンにすると、それぞれの電源装置がシステムに必要な電力の約半分
を同時に供給します。負荷分散と冗長構成は自動的にイネーブルになるので、ソフトウェアの設
定は必要ありません。

各モジュールの現在のステートおよび使用できる総電力量を表示するには、show power コマン
ドを使用します（「システムの電力ステータスの確認」[p.10-4] を参照）。

表 10-1 に、電源装置の構成を変更した場合のシステムへの影響について説明します。

表 10-1 電源装置の構成を変更した場合の影響 

構成の変更内容 影響

冗長から非冗長へ  • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、両方の電源装置の合計電力量に増加します。

 • 十分な電力がある場合、show power  コマンド出力の oper state フィールドで 
power-deny と表示されていたモジュールに電源が入ります。

非冗長から冗長へ（両方の電源
装置でワット数が同じであるも
のとします）

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、一方の電源装置の電力量に減少します。

 • それまでに電力が供給されていた全モジュールに供給できる十分な電力がな
い場合は、一部のモジュールの電源が切断され、そのモジュールについては 
show power  コマンド出力の oper state フィールドで power-deny と表示されま
す。

冗長構成がイネーブルで、同じ
ワット数の電源装置を取り付け
た場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、一方の電源装置の電力量と等しくなります。

 • 供給できる電力量には変化がないので、モジュールのステータスは変化しま
せん。

冗長構成がディセーブルで、同
じワット数の電源装置を取り付
けた場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、両方の電源装置の合計電力量に増加します。

 • 十分な電力がある場合、show power  コマンド出力の oper state フィールドで 
power-deny と表示されていたモジュールに電源が入ります。

冗長構成がイネーブルで、ワッ
ト数がより大きいまたは小さい
電源装置を取り付けた場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • 取り付けた電源装置のワット数がすでに搭載されている電源装置のワット数
より大きくても、システムはワット数の異なる電源装置の使用を認めませ
ん。新しく取り付けた電源装置はシャットダウンされます。
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電源管理の概要
モジュールの電源切断および電源投入

モジュールの電源を Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）から切断
および投入するには、次の作業を行います。

（注） no power enable module slot コマンドを使用してモジュールの電源を切断した場合、そのモジュー
ルの設定は保存されません。

次に、スロット 3 のモジュールに電源投入する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# power enable module 3 

冗長構成がディセーブルで、
ワット数がより大きいまたは小
さい電源装置を取り付けた場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、両方の電源装置の合計電力量に増加します。

 • 十分な電力がある場合、show power  コマンド出力の oper state フィールドで 
power-deny と表示されていたモジュールに電源が入ります。

冗長構成がイネーブルの電源装
置を取り外した場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • 供給できる電力量には変化がないので、モジュールのステータスは変化しま
せん。

冗長構成がディセーブルの電源
装置を取り外した場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、一方の電源装置の電力量に減少します。

 • それまでに電力が供給されていた全モジュールに供給できる十分な電力がな
い場合は、一部のモジュールの電源が切断され、そのモジュールについては 
show power  コマンド出力の oper state フィールドで power-deny と表示されま
す。

冗長構成がイネーブルで、ワッ
ト数が異なる電源装置を取り付
けてシステムを起動した場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムは、冗長構成ではワット数の異なる電源装置の使用を認めません。
ワット数の小さい方の電源装置がシャットダウンされます。

冗長構成がディセーブルで、
ワット数が等しいかまたは異な
る電源装置を取り付けてシステ
ムを起動した場合

 • システム ログと、Syslog メッセージが生成されます。

 • システムの電力が、両方の電源装置の合計電力と等しくなります。

 • システムは合計電力量の許容範囲以内であれば、何個でもモジュールに電力
を供給できます。

表 10-1 電源装置の構成を変更した場合の影響（続き）

構成の変更内容 影響

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 2 Router(config)# power enable module slot_number モジュールに電源を投入します。

Router(config)# no power enable module slot_number モジュールの電源を切断します。
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電源管理の概要
システムの電力ステータスの確認

各システム コンポーネントの現在の電力ステータスを表示するには、次のように show power コ
マンドを使用します。

Router# show power
system power redundancy mode = redundant
system power total =     1153.32 Watts (27.46 Amps @ 42V)
system power used =       397.74 Watts ( 9.47 Amps @ 42V)
system power available =  755.58 Watts (17.99 Amps @ 42V)
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-2500W       1153.32 27.46  OK     OK     on
2    none
                        Pwr-Requested  Pwr-Allocated  Admin Oper
Slot Card-Type          Watts   A @42V Watts   A @42V State State
---- ------------------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
1    WS-X6K-SUP2-2GE     142.38  3.39   142.38  3.39  on    on
2                          -     -      142.38  3.39  -     -
5    WS-X6248-RJ-45      112.98  2.69   112.98  2.69  on    on
Router#

特定の電源の現在の電力ステータスを表示するには、次のように show power コマンドを使用し
ます。

Router# show power status power-supply 2 
                        Power-Capacity PS-Fan Output Oper
PS   Type               Watts   A @42V Status Status State
---- ------------------ ------- ------ ------ ------ -----
1    WS-CAC-6000W       2672.04  63.62 OK     OK     on 
2    WS-CAC-9000W-E     2773.68  66.04 OK     OK     on 
Router#

電源の入力フィールドを表示するには、コマンドに電源番号を指定します。複数の出力モードを
持つ電源に対し、新規の電源出力フィールド、および動作モードが表示されます。次のように 
show env status power-supply コマンドを入力します。

Router# show env status power-supply 1
power-supply 1: 
  power-supply 1 fan-fail: OK
  power-supply 1 power-input 1: AC low
  power-supply 1 power-output-fail: OK
Router# show env status power-supply 2
power-supply 2: 
  power-supply 2 fan-fail: OK
  power-supply 2 power-input 1: none<<< new
  power-supply 2 power-input 2: AC low<<< new
  power-supply 2 power-input 3: AC high<<< new
  power-supply 2 power-output: low (mode 1)<<< high for highest mode only
  power-supply 2 power-output-fail: OK

モジュールの電源オフ / オン

モジュールの電源をオフ / オン（リセット）するには、グローバル コンフィギュレーション モー
ドで power cycle module slot コマンドを使用します。モジュールの電源は 5 秒間オフになり、それ
からオンになります。
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電源管理の概要
システムの所要電力の判別

電力消費の詳細については、次の URL の『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and 
Later Releases』を参照してください。

http://preview.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/release/notes/ol_14271.html

システムのハードウェア容量の判別

show platform hardware capacity コマンドを入力して、システムのハードウェア容量を判別でき
ます。このコマンドは、ハードウェア リソースの現在のシステム利用率を表示し、現在使用可能
なハードウェア容量を一覧表示します。この内容は次のとおりです。

 • ハードウェア転送テーブルの利用率

 • スイッチ ファブリックの利用率

 • CPU（1 つまたは複数）の利用率

 • メモリ装置（フラッシュ、DRAM、NVRAM [ 不揮発性 RAM]）の利用率

次に、ルート プロセッサ、スイッチ プロセッサ、および スイッチング モジュールに対する CPU 
容量とその利用率情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity cpu 
CPU Resources
  CPU utilization: Module             5 seconds       1 minute       5 minutes
                   1  RP               0% /  0%             1%             1%
                   1  SP               5% /  0%             5%             4%
                   7                  69% /  0%            69%             69%
                   8                  78% /  0%            74%             74%

  Processor memory: Module   Bytes:       Total           Used       %Used
                    1  RP             176730048       51774704       29%
                    1  SP             192825092       51978936       27%
                    7                 195111584       35769704       18%
                    8                 195111584       35798632       18%
  I/O memory: Module         Bytes:       Total           Used       %Used
              1  RP                    35651584       12226672       34%
              1  SP                    35651584        9747952       27%
              7                        35651584        9616816       27%
              8                        35651584        9616816       27%
Router#

次に、ルート プロセッサ、スイッチ プロセッサ、および DFC に対する EOBC 関連の統計情報を
表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity eobc EOBC Resources
  Module                     Packets/sec     Total packets     Dropped packets
  1  RP      Rx:                      61            108982                   0
             Tx:                      37             77298                   0
  1  SP      Rx:                      34            101627                   0
             Tx:                      39            115417                   0
  7          Rx:                       5             10358                   0
             Tx:                       8             18543                   0
  8          Rx:                       5             12130                   0
             Tx:                      10             20317                   0
Router#

次に、現在、およびピーク時のスイッチング利用率を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity fabric Switch Fabric Resources
  Bus utilization: current is 100%, peak was 100% at 12:34 12mar45
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電源管理の概要
  Fabric utilization:      ingress                     egress
      Module channel speed current peak                current peak
       1      0        20G   100%  100% 12:34 12mar45  100%    100% 12:34 12mar45
       1      1        20G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
       4      0        20G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
      13      0         8G   12%    80% 12:34 12mar45   12%     80% 12:34 12mar45
Router# 

次に、システム内のフラッシュおよび NVRAM リソースに対する合計容量、使用バイト数、およ
び利用率（%）を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity flash 
Flash/NVRAM Resources
  Usage: Module Device               Bytes:      Total          Used     %Used
         1  RP  bootflash:                    31981568      15688048       49%
         1  SP  disk0:                       128577536     105621504       82%
         1  SP  sup-bootflash:                31981568      29700644       93%
         1  SP  const_nvram:                    129004           856        1%
         1  SP  nvram:                          391160         22065        6%
         7      dfc#7-bootflash:              15204352        616540        4%
         8      dfc#8-bootflash:              15204352             0        0%
Router#

次に、システム内の EARL に対する容量および利用率を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity forwarding
L2 Forwarding Resources
           MAC Table usage:   Module  Collisions  Total       Used     %Used
                              6                0  65536         11        1%
             VPN CAM usage:                       Total       Used     %Used
                                                    512          0        0%
L3 Forwarding Resources
             FIB TCAM usage:                     Total        Used     %Used
                  72 bits (IPv4, MPLS, EoM)     196608          36        1%
                 144 bits (IP mcast, IPv6)       32768           7        1%

                     detail:      Protocol                    Used     %Used
                                  IPv4                          36        1%
                                  MPLS                           0        0%
                                  EoM                            0        0%

                                  IPv6                           4        1%
                                  IPv4 mcast                     3        1%
                                  IPv6 mcast                     0        0%

            Adjacency usage:                     Total        Used     %Used
                                               1048576         175        1%

     Forwarding engine load:
                     Module       pps   peak-pps  peak-time
                     6              8       1972  02:02:17 UTC Thu Apr 21 2005

Netflow Resources
          TCAM utilization:       Module       Created      Failed     %Used
                                  6                  1           0        0%
          ICAM utilization:       Module       Created      Failed     %Used
                                  6                  0           0        0%

                 Flowmasks:   Mask#   Type        Features
                        IPv4:     0   reserved    none
                        IPv4:     1   Intf FulNAT_INGRESS NAT_EGRESS FM_GUARDIAN 
                        IPv4:     2   unused      none
                        IPv4:     3   reserved    none
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                        IPv6:     0   reserved    none
                        IPv6:     1   unused      none
                        IPv6:     2   unused      none
                        IPv6:     3   reserved    none

CPU Rate Limiters Resources
             Rate limiters:       Total         Used      Reserved     %Used
                    Layer 3           9            4             1       44%
                    Layer 2           4            2             2       50%

ACL/QoS TCAM Resources
  Key: ACLent - ACL TCAM entries, ACLmsk - ACL TCAM masks, AND - ANDOR,
       QoSent - QoS TCAM entries, QOSmsk - QoS TCAM masks, OR - ORAND,
       Lbl-in - ingress label, Lbl-eg - egress label, LOUsrc - LOU source,
       LOUdst - LOU destination, ADJ - ACL adjacency

  Module ACLent ACLmsk QoSent QoSmsk Lbl-in Lbl-eg LOUsrc LOUdst  AND OR  ADJ
  6          1%     1%     1%     1%     1%     1%     0%     0%   0% 0%   1%

Router# 

次に、インターフェイス リソースを表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity interface Interface Resources
  Interface drops:
    Module    Total drops:    Tx            Rx      Highest drop port: Tx  Rx
    9                          0             2                          0  48

  Interface buffer sizes:
    Module                            Bytes:     Tx buffer           Rx buffer
         1                                           12345               12345
         5                                           12345               12345
Router#

次に、SPAN 情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity monitor SPAN Resources
  Source sessions: 2 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    Local                                      0
    RSPAN source                               0
    ERSPAN source                              0
    Service module                             0
  Destination sessions: 64 maximum, 0 used
    Type                                    Used
    RSPAN destination                          0
    ERSPAN destination (max  24)               0
Router# 

次に、レイヤ 3 マルチキャスト機能の各リソースに対する容量および利用率を表示する例を示し
ます。

Router# show platform hardware capacity multicast 
L3 Multicast Resources
  IPv4 replication mode: ingress
  IPv6 replication mode: ingress
  Bi-directional PIM Designated Forwarder Table usage: 4 total, 0 (0%) used
  Replication capability: Module                              IPv4     IPv6
                          5                                 egress   egress
                          9                                ingress  ingress
  MET table Entries: Module                             Total    Used    %Used
                     5                                  65526       6       0%
10-7
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 10 章      電源管理および環境モニタリング        

電源管理の概要
Router# 

次に、システム電源の容量および利用率情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity power 
Power Resources
  Power supply redundancy mode: administratively combined operationally combined
  System power: 1922W, 0W (0%) inline, 1289W (67%) total allocated
  Powered devices: 0 total
Router# 

次に、各 PFC および DFC に対する QoS ポリサー リソースの容量および利用率を表示する例を示
します。

Router# show platform hardware capacity qos  
QoS Policer Resources
  Aggregate policers: Module                      Total         Used     %Used
                      1                            1024          102       10%
                      5                            1024            1        1%
  Microflow policer configurations: Module        Total         Used      %Used
                                    1                64           32        50%
                                    5                64            1         1%
Router# 

次に、重要なシステム リソースについての情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity systems System Resources
  PFC operating mode: PFC3BXL
  Supervisor redundancy mode: administratively rpr-plus, operationally rpr-plus
  Switching Resources: Module   Part number               Series       CEF mode
                       5        WS-SUP720-BASE        supervisor            CEF
                       9        WS-X6548-RJ-45            CEF256            CEF
Router# 

次に、VLAN 情報を表示する例を示します。

Router# show platform hardware capacity vlan VLAN Resources
  VLANs: 4094 total, 10 VTP, 0 extended, 0 internal, 4084 free Router#

センサーの温度しきい値の判別

システム センサーは、様々な温度のしきい値設定に基づいてアラームを発行します。show 
environment alarm threshold コマンドを使用すると、各センサーに対して許可される温度を判別
できます。

次に、センサーの温度しきい値を判別する例を示します。

Router> show environment alarm threshold
environmental alarm thresholds:

power-supply 1 fan-fail: OK
  threshold #1 for power-supply 1 fan-fail:
    (sensor value != 0) is system minor alarm power-supply 1 power-output-fail: OK
  threshold #1 for power-supply 1 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system minor alarm fantray fan operation sensor: OK
  threshold #1 for fantray fan operation sensor:
    (sensor value != 0) is system minor alarm operating clock count: 2
  threshold #1 for operating clock count:
    (sensor value < 2) is system minor alarm
  threshold #2 for operating clock count:
    (sensor value < 1) is system major alarm operating VTT count: 3
  threshold #1 for operating VTT count:
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    (sensor value < 3) is system minor alarm
  threshold #2 for operating VTT count:
    (sensor value < 2) is system major alarm VTT 1 OK: OK
  threshold #1 for VTT 1 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm VTT 2 OK: OK
  threshold #1 for VTT 2 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm VTT 3 OK: OK
  threshold #1 for VTT 3 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm clock 1 OK: OK
  threshold #1 for clock 1 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm clock 2 OK: OK
  threshold #1 for clock 2 OK:
    (sensor value != 0) is system minor alarm module 1 power-output-fail: OK
  threshold #1 for module 1 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system major alarm module 1 outlet temperature: 21C
  threshold #1 for module 1 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 outlet temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm module 1 inlet temperature: 25C
  threshold #1 for module 1 inlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 inlet temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm module 1 device-1 temperature: 30C
  threshold #1 for module 1 device-1 temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 device-1 temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm module 1 device-2 temperature: 29C
  threshold #1 for module 1 device-2 temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 1 device-2 temperature:
    (sensor value > 70) is system major alarm module 5 power-output-fail: OK
  threshold #1 for module 5 power-output-fail:
    (sensor value != 0) is system major alarm module 5 outlet temperature: 26C
  threshold #1 for module 5 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for module 5 outlet temperature:
    (sensor value > 75) is system major alarm module 5 inlet temperature: 23C
  threshold #1 for module 5 inlet temperature:
    (sensor value > 50) is system minor alarm
  threshold #2 for module 5 inlet temperature:
    (sensor value > 65) is system major alarm EARL 1 outlet temperature: N/O
  threshold #1 for EARL 1 outlet temperature:
    (sensor value > 60) is system minor alarm
  threshold #2 for EARL 1 outlet temperature:
    (sensor value > 75) is system major alarm EARL 1 inlet temperature: N/O
  threshold #1 for EARL 1 inlet temperature:
    (sensor value > 50) is system minor alarm
  threshold #2 for EARL 1 inlet temperature:
    (sensor value > 65) is system major alarm 

環境モニタリングの概要 
シャーシ コンポーネントの環境を監視することにより、コンポーネント障害の兆候を早期に発見
し、安全で信頼性の高いシステム運用を実現するとともに、ネットワーク障害を防止できます。
ここでは、これらの重要なシステム コンポーネントをモニタし、システム内でハードウェア関連
の問題点を特定し、すみやかに修正する方法を説明します。
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環境モニタリングの概要
システム環境ステータスのモニタリング

システム ステータス情報を表示するには、show environment [alarm | cooling | status | temperature] 
コマンドを入力します。キーワードを指定することで、次の情報が表示されます。

 • alarm — 環境アラームを表示します。

 – status — アラーム ステータスを表示します。

 – thresholds — アラームしきい値を表示します。

 • cooling — ファン トレイ ステータス、シャーシの冷却容量、周囲温度、およびスロット単位
の冷却容量を表示します。

 • status — Field-Replaceable Unit（FRU）の動作ステータスおよび電源と温度情報を表示しま
す。

 • temperature — FRU の温度情報を表示します。

システム ステータス情報を表示するには、次のように show environment  コマンドを入力します。

Router# show environment 
environmental alarms:
  no alarms

Router# show environment alarm 
environmental alarms:
  no alarms

Router# show environment cooling
fan-tray 1: 
  fan-tray 1 fan-fail: failed
fan-tray 2: 
  fan 2 type: FAN-MOD-9
  fan-tray 2 fan-fail: OK
chassis cooling capacity: 690 cfm
ambient temperature: 55C                      ["40C (user-specified)" if temp-controlled]
chassis per slot cooling capacity: 75 cfm

  module 1 cooling requirement: 70 cfm
  module 2 cooling requirement: 70 cfm
  module 5 cooling requirement: 30 cfm
  module 6 cooling requirement: 70 cfm
  module 8 cooling requirement: 70 cfm
  module 9 cooling requirement: 30 cfm

Router# show environment status 
backplane: 
  operating clock count: 2
  operating VTT count: 3
fan-tray 1: 
  fan-tray 1 type: WS-9SLOT-FAN
  fan-tray 1 fan-fail: OK
VTT 1: 
  VTT 1 OK: OK
  VTT 1 outlet temperature: 33C
VTT 2: 
  VTT 2 OK: OK
  VTT 2 outlet temperature: 35C
VTT 3: 
  VTT 3 OK: OK
  VTT 3 outlet temperature: 33C
clock 1: 
  clock 1 OK: OK, clock 1 clock-inuse: in-use
clock 2: 
  clock 2 OK: OK, clock 2 clock-inuse: not-in-use
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power-supply 1: 
  power-supply 1 fan-fail: OK
  power-supply 1 power-output-fail: OK
module 1: 
  module 1 power-output-fail: OK
  module 1 outlet temperature: 30C
  module 1 device-2 temperature: 35C
  RP 1 outlet temperature: 35C
  RP 1 inlet temperature: 36C
  EARL 1 outlet temperature: 33C
  EARL 1 inlet temperature: 31C
module 2: 
  module 2 power-output-fail: OK
  module 2 outlet temperature: 31C
  module 2 inlet temperature: 29C
module 3: 
  module 3 power-output-fail: OK
  module 3 outlet temperature: 36C
  module 3 inlet temperature: 29C
module 4: 
  module 4 power-output-fail: OK
  module 4 outlet temperature: 32C
  module 4 inlet temperature: 32C
module 5: 
  module 5 power-output-fail: OK
  module 5 outlet temperature: 39C
  module 5 inlet temperature: 34C
module 7: 
  module 7 power-output-fail: OK
  module 7 outlet temperature: 42C
  module 7 inlet temperature: 29C
  EARL 7 outlet temperature: 45C
  EARL 7 inlet temperature: 32C
module 9: 
  module 9 power-output-fail: OK
  module 9 outlet temperature: 41C
  module 9 inlet temperature: 36C
  EARL 9 outlet temperature: 33C
  EARL 9 inlet temperature: N/O

LED 環境表示の概要

LED は 2 種類のアラームを示します。メジャーおよびマイナーです。メジャー アラームは、シス
テムのシャットダウンを引き起こす可能性のある重大な問題を表します。マイナー アラームは、
解消されなければ重大な問題に発展する可能性のある問題を表すメッセージです。

過熱状態により、システムが（メジャーまたはマイナー）アラームを表示した場合、5 分間ア
ラームはキャンセルされず、いかなる措置（モジュールのリセットまたはシャットダウンなど）
も行われません。この間に温度がアラームしきい値より 5°C（41°F）下がると、アラームはキャ
ンセルされます。

表 10-2 に、スーパーバイザ エンジンおよびスイッチング モジュールに関する環境インジケータ
を示します。

（注） スーパーバイザ エンジンの SYSTEM LED を含む、LED についての詳細は、『Catalyst 6500 Series 
Switch Module Installation Guide』を参照してください。
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表 10-2 スーパーバイザ エンジンおよびスイッチング モジュールの環境モニタリング 

コンポーネント

ア
ラー
ムの
種類 LED 表示 アクション

スーパーバイザ エンジンの温度セン
サーがメジャーしきい値を超過 1 

1. 温度センサーは、主要なスーパーバイザ エンジン コンポーネント（ドーターカードも含む）を監視します。

メ
ジャ
ー 

STATUS2 LED 
レッド 3 

2. STATUS LED は、スーパーバイザ エンジンの前面パネルおよびすべてのモジュールの前面パネルにあります。

3. STATUS LED は、スーパーバイザ エンジンが故障するとレッドになります。冗長構成のスーパーバイザがない場合は、SYSTEM LED もレッド

になります。

Syslog メッセージおよび SNMP トラップを生成
します。

冗長構成の場合、システムは冗長スーパーバイ
ザ エンジンに切り替え、アクティブなスーパー
バイザ エンジンはシャットダウンします。

冗長構成ではなく、過熱状態が改善されない場
合、システムは 5 分後にシャットダウンします。

スーパーバイザ エンジンの温度セン
サーが、マイナーしきい値を超過 

マイ
ナー

STATUS LED オレ
ンジ 

Syslog メッセージおよび SNMP トラップを生成
します。

状態を監視します。

冗長スーパーバイザ エンジンの温度
センサーがメジャーまたはマイナー
しきい値を超過 

メ
ジャ
ー  

 

マイ
ナー

STATUS LED レッ
ド 

 

STATUS LED オレ
ンジ

Syslog メッセージおよび SNMP トラップを生成
します。

メジャー アラームが生成され過熱状態が改善さ
れない場合、システムは 5 分後にシャットダウン
します。 

マイナー アラームが生成された場合、状態を監
視します。

スイッチング モジュールの温度セン
サーがメジャーしきい値を超過 

メ
ジャ
ー 

STATUS LED レッ
ド

Syslog メッセージおよび SNMP を生成します。

モジュールの電源を切断します 4。

4. 手順については、「電源管理の概要」（p.10-1）を参照してください。

スイッチング モジュールの温度セン
サーがマイナーしきい値を超過 

マイ
ナー

STATUS LED オレ
ンジ

Syslog メッセージおよび SNMP トラップを生成
します。

状態を監視します。
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オンライン診断の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX にオンライン診断を設定する手順について説明し
ます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • オンライン診断の概要（p.11-1）
 • オンライン診断の設定（p.11-2）
 • オンライン診断テストの実行（p.11-5）
 • メモリ テストの実行（p.11-12）

オンライン診断の概要 
オンライン診断では、スイッチが稼働中のネットワークに接続している間に、スイッチのハード
ウェア機能をテストし、確認できます。

オンライン診断には、個別のハードウェア コンポーネントを確認して、データ パスおよび制御
信号を検証するパケット スイッチング テストが含まれます。これには、中断を伴うオンライン
診断テスト（Built In Self Test [BIST] や破壊モードのループバック テストなど）と中断を伴わない
オンライン診断テスト（パケット スイッチング、ブートアップ中の実行、ライン カードの活性
挿抜 [online insertion and removal; OIR]、システム リセット）があります。中断を伴わないオンラ
イン診断テストは、バックグラウンド ヘルス モニタリングの一部として実行されます。中断を
伴うテストまたは中断を伴わないテストは、ユーザ要求（オンデマンドで）により実行されま
す。

オンライン診断では、次の分野の問題が検出されます。

 • ハードウェア コンポーネント

 • インターフェイス（GBIC [ ギガビット インターフェイス コンバータ ]、イーサネット ポート
など）

 • コネクタ（コネクタのゆるみ、曲がったピンなど）

 • はんだ接合

 • メモリ（年数経過による故障）
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オンライン診断は、ハイ アベイラビリティ機能要件の 1 つです。ハイ アベイラビリティは、
ネットワーク上の装置障害による影響を制限しようとする品質規格です。ハイ アベイラビリティ
の重要な部分は、ハードウェア障害を検出し、スイッチが稼働中のネットワークで動作している
間に修正措置を実行することです。ハイ アベイラビリティのオンライン診断では、ハードウェア
障害を検出して、スイッチオーバーを判断するためにハイ アベイラビリティ ソフトウェアに
フィードバックします。

オンライン診断はブートアップ、オンデマンド、スケジュール、またはヘルス モニタリング診断
に分類されます。ブートアップ診断は、ブートアップ中に実行する機能です。オンデマンド診断
は Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）から実行します。スケ
ジュール診断は、スイッチが稼働中のネットワークに接続している状態で、ユーザが指定した間
隔や指定した時間に実行します。ヘルス モニタリング診断はバックグラウンドで実行します。

オンライン診断の設定
ここでは、オンライン診断の設定手順について説明します。

 • ブートアップ オンライン診断レベルの設定（p.11-2）
 • オンデマンド オンライン診断の設定（p.11-2）
 • オンライン診断のスケジューリング（p.11-4）

ブートアップ オンライン診断レベルの設定

ブートアップ診断レベルは、 小または完全として設定できます。または、ブートアップ オンラ
イン診断レベルをまったく実行しないことも選択できます。すべての診断テストを実行するに
は、complete キーワードを入力します。スイッチのすべてのポートに対し、EARL テストとルー
プバック テストのみを実行するには、minimal キーワードを入力します。すべての診断テストを
実行しない場合は、コマンドの no 形式を入力します。ブートアップ診断レベルのデフォルトは

小です。

ブートアップ診断レベルを設定するには、次の作業を行います。

次に、ブートアップ オンライン診断レベルを設定する例を示します。

Router(config)# diagnostic bootup level complete
Router(config)#

次に、ブートアップ オンライン診断レベルを表示する例を示します。

Router(config)# show diagnostic bootup level
Router(config)#

オンデマンド オンライン診断の設定

CLI からオンデマンド オンライン診断テストを実行できます。障害の検出時にテストを中止す
る、またはテストを続行するのどちらかに設定できます。また、障害カウントを設定し、障害が
設定数に達したあとでテストを中止するように設定できます。反復設定を使用して、複数回テス
トを実行するように設定できます。

メモリ テストの前にパケット スイッチング テストを実行してください。

コマンド 目的

Router(config)# diagnostic bootup level {minimal | 
complete}

ブートアップ診断レベルを設定します。
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（注） 次に示すすべてのステップを完了するまで、diagnostic start all コマンドは使用しないでくださ
い。

一部のオンデマンド オンライン診断テストは、他のテストの結果に影響を及ぼすことがありま
す。したがって、各テストは次の順序で実行する必要があります。

1. 中断を伴わないテストを実行します。

2. 関連する機能分野に含まれるすべてのテストを実行します。

3. TestTrafficStress テストを実行します。

4. TestEobcStressPing テストを実行します。

5. 完全メモリ テストを実行します。

オンデマンド オンライン診断テストを実行するには、次の作業を行います。

ステップ 1 中断を伴わないテストを実行します。

使用可能なテストとその属性を表示し、中断を伴わないカテゴリに属するコマンドを判別するに
は、show diagnostic content コマンドを使用します。

ステップ 2 関連する機能分野に含まれるすべてのテストを実行します。

パケット スイッチング テストは、それぞれ特定の機能分野に分類されます。特定の機能分野で
問題の発生が疑われる場合は、この機能分野に含まれるすべてのテストを実行します。テストの
必要な機能分野を明確に特定できない場合、または使用可能なすべてのテストを実行するには、
complete キーワードを使用します。

ステップ 3 TestTrafficStress テストを実行します。

これは、中断を伴うパケット スイッチング テストです。このテストでは、ストレス テストとし
て、一組のポート間でパケットをラインレートでスイッチングします。このテストの実行中、す
べてのポートはシャットダウンされ、リンク フラップが生じることもあります。リンク フラッ
プは、テストの完了後に回復します。このテストの完了には数分かかります。

このテストを実行する前に、no diagnostic monitor module number test all コマンドを使用して、す
べてのヘルス モニタリング テストをディセーブルにします。

ステップ 4 TestEobcStressPing テストを実行します。

これは中断を伴うテストであり、モジュールの Ethernet over Backplane Channel（EOBC）接続をテ
ストします。このテストの完了には数分かかります。このテストの実行後は、上記の各ステップ
に示したすべてのパケット スイッチング テストが実行できなくなります。ただし、このテスト
の実行後も、これ以降に説明する各テストは実行できます。

このテストを実行する前に、no diagnostic monitor module number test all コマンドを使用して、す
べてのヘルス モニタリング テストをディセーブルにします。このテスト中は EOBC 接続が中断
されるため、ヘルス モニタリング テストが失敗し、回復アクションが実行されます。

ステップ 5 完全メモリ テストを実行します。

完全メモリ テストを実行する前に、すべてのヘルス モニタリング テストをディセーブルにする
必要があります。これは、ヘルス モニタリングがイネーブルになっているとテストが失敗し、ス
イッチ で回復アクションが実行されてしまうためです。ヘルス モニタリング診断テストをディ
セーブルにするには、no diagnostic monitor module number test all コマンドを使用します。

完全メモリ テストは、次の順序で実行します。

1. TestFibTcamSSRAM
2. TestAclQosTcam
3. TestNetFlowTcam
4. TestAsicMemory
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5. TestAsicMemory 

完全メモリ テストの実行後はスイッチを再起動して、動作可能な状態に戻す必要があります。完
全メモリ テストの実行後は、スイッチ上で他のテストをすべて実行できなくなります。設定値は
テスト中に変更されているため、再起動時に設定を保存しないでください。リブート後は、
diagnostic monitor module number test all コマンドを使用して、ヘルス モニタリング テストを再度
イネーブルにします。

ブートアップ診断レベルを設定するには、次の作業を行います。

次に、オンデマンド テスト反復カウントを設定する例を示します。

Router# diagnostic ondemand iteration 3
Router# 

次に、エラーを検出したときに実行する処置を設定する例を示します。

Router# diagnostic ondemand action-on-error continue 2
Router#

オンライン診断のスケジューリング

特定日の指定時間、または毎日、毎週、毎月ベースでオンライン診断をスケジューリングできま
す。あるインターバルで 1 回のみ、または繰り返しテストを実行するようにスケジューリングで
きます。スケジュールを削除する場合は、コマンドの no 形式を使用します。

オンライン診断をスケジューリングするには、次の作業を行います。

次に、モジュール 1 の特定のポートについて、特定の日時に診断テストを実行するようにスケ
ジューリングする例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 on january 3 2003 23:32
Router(config)#

次に、特定のポートについて、毎日一定の時間に診断テストを実行するようにスケジューリング
する例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 daily 12:34
Router(config)#

次に、特定のポートについて、毎週一定の曜日に診断テストを実行するようにスケジューリング
する例を示します。

Router(config)# diagnostic schedule module 1 test 1,2,5-9 port 3 weekly friday 09:23
Router(config)#

コマンド 目的

Router# diagnostic ondemand {iteration 
iteration_count} | {action-on-error {continue | 
stop}[error_count]}

実行するオンデマンド診断テスト、実行回数（反復）、エ
ラーを検出したときに実行する処置を設定します。

コマンド 目的

Router(config)# diagnostic schedule module number 
test {test_id | test_id_range | all} [port {num | 
num_range | all}] {on mm dd yyyy hh:mm} | {daily 
hh:mm} | {weekly day_of_week hh:mm}

特定の日時を指定された特定のモジュールのオンデマン
ド診断テスト、実行回数（反復）、エラーを検出したとき
に実行する処置をスケジューリングします。
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ヘルス モニタリング診断の設定

スイッチが稼働中のネットワークに接続している間に、ヘルス モニタリング診断テストを設定で
きます。ヘルス モニタリング診断テストの実行間隔と、テストに障害が発生したときにシステム 
メッセージを生成する、あるいは各テストをイネーブルまたはディセーブルにするように設定で
きます。テストをディセーブルにする場合は、このコマンドの no 形式を使用します。

ヘルス モニタリング診断テストを設定するには、次の作業を行います。

次に、モジュール 1 で 2 分ごとに指定されたテストを実行するように設定する例を示します。

Router(config)# diagnostic monitor interval module 1 test 1 min 2
Router(config)#

次に、ヘルス モニタリングがそれまでイネーブル状態でない場合に、テストを実行する例を示し
ます。

Router(config)# diagnostic monitor module 1 test 1

次に、ヘルス モニタリング テストが失敗したときに Syslog メッセージを生成する例を示します。

Router(config)# diagnostic monitor syslog
Router(config)#

オンライン診断テストの実行
オンライン診断を設定したあと、診断テストを開始または中止したり、またはテスト結果を表示
することができます。設定されているテスト、およびすでに実行された診断テストを表示できま
す。

ここでは、オンライン診断テストを設定したあとに実行する例を示します。

 • オンライン診断テストの開始および停止（p.11-6）
 • すべてのオンライン診断テストの実行（p.11-7）
 • オンライン診断テストおよびテスト結果の表示（p.11-7）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# diagnostic monitor interval module 
number test {test_id | test_id_range | all} [hour 
hh] [min mm] [second ss] [millisec ms] [day day] 

指定のテストに対し、ヘルス モニタリングの実
行間隔を設定します。このコマンドの no 形式
は、間隔をデフォルトまたは 0 に変更します。

ステップ 2 Router(config)#[no] diagnostic monitor module 
number test {test_id | test_id_range | all}

ヘルス モニタリング診断テストをイネーブルま
たはディセーブルにします。

ステップ 3 Router# show diagnostic health 実行されたヘルス チェックの出力を表示します。
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（注） • 任意のオンライン診断テストをイネーブルにする前に、すべての警告メッセージを表示する
ようにロギング コンソール / モニタをイネーブルにすることを推奨します。

 • 中断を伴うテストの実行中は、コンソール接続されている場合のみテストを実行することを
推奨します。中断を伴うテストが完了すると、コンソールにシステムをリロードして通常の
動作に戻すよう指示するメッセージが表示されます。確実にこの警告に従ってください。

 • テストの実行中、すべてのポートはシャット ダウンされます。負荷テストが内部でループす
るよう設定されたポートを使用して行われるためです。外部トラフィックによってテスト結
果が変わることがあります。スイッチが、通常の動作に戻るようにするには、スイッチをリ
ブートする必要があります。スイッチをリロードするためにコマンドを実行すると、設定を
保存するかどうか確認されます。設定を保存しないでください。

 • スーパーバイザ エンジン上でテストを実行している場合、テストの開始および終了後に、シ
ステム全体のリロードまたは電源のオフ / オンを行う必要があります。

 • スイッチング モジュール（スーパーバイザ エンジンではなく）上でテストを実行している場
合、テストの開始および終了後に、スイッチング モジュールをリセットする必要がありま
す。

オンライン診断テストの開始および停止

実行する診断テストを設定したあと、診断テストを開始または停止するには start および stop を
使用します。

オンライン診断コマンドを開始または停止するには、次の作業を行います。

次に、モジュール 1 で診断テストを開始する例を示します。

Router# diagnostic start module 1 test 5
Module 1:Running test(s) 5 may disrupt normal system operation
Do you want to run disruptive tests? [no]yes
00:48:14:Running OnDemand Diagnostics [Iteration #1] ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_RUNNING:Module 1:Running TestNewLearn{ID=5} ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_OK:Module 1:TestNewLearn{ID=5} has completed successfully
00:48:14:Running OnDemand Diagnostics [Iteration #2] ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_RUNNING:Module 1:Running TestNewLearn{ID=5} ...
00:48:14:%DIAG-SP-6-TEST_OK:Module 1:TestNewLearn{ID=5} has completed successfully
Router#

次に、診断テストを停止する例を示します。

Router# diagnostic stop module 1
Router#

コマンド 目的

Router# diagnostic start module number test {test_id 
| test_id_range | minimal | complete | basic | 
per-port | non-disruptive 
| all} [port {num | port#_range | all}]

指定されたモジュールでの単一ポートまたは一定範囲の
ポートで、診断テストを開始します。

Router# diagnostic stop module number 指定されたモジュールでの診断テストを停止します。
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すべてのオンライン診断テストの実行

すべての診断テスト（中断を伴う診断テストおよび中断を伴わない診断テスト）を 1 つのコマン
ドで同時に実行できます。この場合、すべてのテストの依存関係は自動的に処理されます。

（注） • オンライン診断テストを実行すると通常のシステム動作が中断されます。diagnostic start 
system test all コマンドを完了したあと、システムをリセットします。

 • システム テストの実行中は、ラインカードやスーパーバイザを挿入したり、取り外したり、
電源を切断しないでください。

 • システム テストの実行中は、diagnostic stop system test all コマンド以外の診断コマンドを実
行しないでください。

 • トラフィックがバックグラウンドで実行されていないことを確認します。

すべてのオンライン診断テストを開始または停止するには、次の作業を行います。

次に、すべてのオンライン診断テストを開始する例を示します。

Router# diagnostic start system test all
*************************************************************************
* WARNING:                                                              *
*   'diagnostic start system test all' will disrupt normal system       *
*   operation. The system requires RESET after the command              *
*   'diagnostic start system test all' has completed prior to           *
*   normal use.                                                         *
*                                                                       *
* IMPORTANT:                                                            *
*   1. DO NOT INSERT, OIR, or POWER DOWN Linecards or                   *
*      Supervisor while system test is running.                         *
*                                                                       *
*   2. DO NOT ISSUE ANY DIAGNOSTIC COMMAND except                       *
*      "diagnostic stop system test all" while system test              *
*      is running.                                                      *
*                                                                       *
*   3. PLEASE MAKE SURE no traffic is running in background.            *
*************************************************************************
Do you want to continue? [no]: 

オンライン診断テストおよびテスト結果の表示

次の show コマンドを使用すると、設定されたオンライン診断テストを表示し、テスト結果を確
認できます。

 • show diagnostic content
 • show diagnostic health 

コマンド 目的

Router# diagnostic start system test all すべてのオンライン診断テストを実行します。

Router# diagnostic stop system test all すべてのオンライン診断テストの実行を停止します。
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設定された診断テストを表示するには、次の作業を行います。

次に、モジュール 1 に設定されたオンライン診断を表示する例を示します。

Router# show diagnostic content module 1

Module 1: Supervisor Engine 32 8GE (Active)

  Diagnostics test suite attributes:
    M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA
      B/* - Basic ondemand test / NA
    P/V/* - Per port test / Per device test / NA
    D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
      S/* - Only applicable to standby unit / NA
      X/* - Not a health monitoring test / NA
      F/* - Fixed monitoring interval test / NA
      E/* - Always enabled monitoring test / NA
      A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive
      R/* - Power-down line cards and need reload supervisor / NA
      K/* - Require resetting the line card after the test has completed / NA
      T/* - Shut down all ports and need reload supervisor / NA

                                                          Test Interval   Thre-
  ID   Test Name                          Attributes      day hh:mm:ss.ms shold
  ==== ================================== ============    =============== =====
    1) TestScratchRegister -------------> ***N****A***    000 00:00:30.00 5
    2) TestSPRPInbandPing --------------> ***N****A***    000 00:00:15.00 10
    3) TestTransceiverIntegrity --------> **PD****I***    not configured  n/a
    4) TestActiveToStandbyLoopback -----> M*PDSX**I***    not configured  n/a
    5) TestLoopback --------------------> M*PD*X**I***    not configured  n/a
    6) TestTxPathMonitoring ------------> M**N****A***    000 00:00:02.00 10
    7) TestNewIndexLearn ---------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
    8) TestDontConditionalLearn --------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
    9) TestBadBpduTrap -----------------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   10) TestMatchCapture ----------------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   11) TestProtocolMatchChannel --------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   12) TestFibDevices ------------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   13) TestIPv4FibShortcut -------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   14) TestL3Capture2 ------------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   15) TestIPv6FibShortcut -------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   16) TestMPLSFibShortcut -------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   17) TestNATFibShortcut --------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   18) TestAclPermit -------------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   19) TestAclDeny ---------------------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   20) TestQoSTcam ---------------------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   21) TestL3VlanMet -------------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   22) TestIngressSpan -----------------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10
   23) TestEgressSpan ------------------> M**D*X**I***    not configured  n/a
   24) TestNetflowInlineRewrite --------> C*PD*X**I***    not configured  n/a
   25) TestTrafficStress ---------------> ***D*X**I**T    not configured  n/a
   26) TestFibTcamSSRAM ----------------> ***D*X**IR**    not configured  n/a
   27) TestAsicMemory ------------------> ***D*X**IR**    not configured  n/a
   28) TestAclQosTcam ------------------> ***D*X**IR**    not configured  n/a
   29) TestNetflowTcam -----------------> ***D*X**IR**    not configured  n/a
   30) ScheduleSwitchover --------------> ***D*X**I***    not configured  n/a
   31) TestFirmwareDiagStatus ----------> M**N****I***    000 00:00:15.00 10

コマンド 目的

show diagnostic {bootup level | content [module num] | 
events [module num] [event-type event-type] | health | 
ondemand settings | result [module num] [detail] | 
schedule [module num]}

オンライン診断のテスト結果とサポートされるテスト ス
イートを表示します。
11-8
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 11 章      オンライン診断の設定

オンライン診断テストの実行
   32) TestAsicSync --------------------> ***N****A***    000 00:00:15.00 10
   33) TestUnusedPortLoopback ----------> **PN****A***    000 00:01:00.00 10
   34) TestErrorCounterMonitor ---------> ***N****A***    000 00:00:30.00 10
   35) TestPortTxMonitoring ------------> **PN****A***    000 00:01:15.00 5
   36) TestL3HealthMonitoring ----------> ***N**FEA***    000 00:00:05.00 10
   37) TestCFRW ------------------------> M*VN*X**I***    not configured  n/a

Router#

次に、モジュール 1 のオンライン診断結果を表示する例を示します。

Router# show diagnostic result module 1
Current bootup diagnostic level: minimal

Module 1: Supervisor Engine 32 8GE (Active)  SerialNo : SAD095002L5

  Overall Diagnostic Result for Module 1 : PASS
  Diagnostic level at card bootup: minimal

  Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

    1) TestScratchRegister -------------> .
    2) TestSPRPInbandPing --------------> .
    3) TestTransceiverIntegrity:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            U  U  U  U  U  U  U  U  U

    4) TestActiveToStandbyLoopback:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            U  U  U  U  U  U  U  U  U

    5) TestLoopback:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            .  .  .  .  .  .  .  .  .

    6) TestTxPathMonitoring ------------> .
    7) TestNewIndexLearn ---------------> .
    8) TestDontConditionalLearn --------> .
    9) TestBadBpduTrap -----------------> .
   10) TestMatchCapture ----------------> .
   11) TestProtocolMatchChannel --------> .
   12) TestFibDevices ------------------> .
   13) TestIPv4FibShortcut -------------> .
   14) TestL3Capture2 ------------------> .
   15) TestIPv6FibShortcut -------------> .
   16) TestMPLSFibShortcut -------------> .
   17) TestNATFibShortcut --------------> .
   18) TestAclPermit -------------------> .
   19) TestAclDeny ---------------------> .
   20) TestQoSTcam ---------------------> .
   21) TestL3VlanMet -------------------> .
   22) TestIngressSpan -----------------> .
   23) TestEgressSpan ------------------> .
   24) TestNetflowInlineRewrite:
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      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            U  U  U  U  U  U  U  U  U

   25) TestTrafficStress ---------------> U
   26) TestFibTcamSSRAM ----------------> U
   27) TestAsicMemory ------------------> U
   28) TestAclQosTcam ------------------> U
   29) TestNetflowTcam -----------------> U
   30) ScheduleSwitchover --------------> U
   31) TestFirmwareDiagStatus ----------> .
   32) TestAsicSync --------------------> .
   33) TestUnusedPortLoopback:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            U  U  U  U  U  U  U  .  U

   34) TestErrorCounterMonitor ---------> .
   35) TestPortTxMonitoring:

      Port  1  2  3  4  5  6  7  8  9
      -------------------------------
            U  U  U  U  U  U  U  U  .

   36) TestL3HealthMonitoring ----------> .
   37) TestCFRW:

      Device  1
      ---------
              .
Router# 

次に、モジュール 1 のオンライン診断結果を詳細に表示する例を示します。

Router# show diagnostic result module 1 detail
Current bootup diagnostic level:minimal

Module 1:

  Overall Diagnostic Result for Module 1 :PASS
  Diagnostic level at card bootup:minimal

  Test results:(. = Pass, F = Fail, U = Untested)

  ___________________________________________________________________________

    1) TestScratchRegister -------------> .

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 330
          Last test execution time ----> May 12 2003 14:49:36
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> May 12 2003 14:49:36
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    2) TestSPRPInbandPing --------------> .
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オンライン診断テストの実行
          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 660
          Last test execution time ----> May 12 2003 14:49:38
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> May 12 2003 14:49:38
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ___________________________________________________________________________

    3) TestGBICIntegrity:

      Port  1  2
      ----------
            U  U

          Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
          Total run count -------------> 0
          Last test execution time ----> n/a
          First test failure time -----> n/a
          Last test failure time ------> n/a
          Last test pass time ---------> n/a
          Total failure count ---------> 0
          Consecutive failure count ---> 0
  ________________________________________________________________________
. 
.
.

Router#

次に、実行されたヘルス チェックの出力を表示する例を示します。

Router# show diagnostic health
CPU utilization for the past 5 mins is greater than 70%
five minutes: 81%
EARL reset history:
Module 5: WS-SUP720-BASE EARL patch log -
Num. of times patch applied : 0
Num. of times patch requested : 0
Non-zero port counters for 1/8 -
13. linkChange = 159810
Non-zero port counters for 1/9 - 
0. rxCRCAlignErrors = 5 
3. rxFragmentPkts = 9 
6. ifInErrors = 46
13. linkChange = 1
Current bootup diagnostic level: minimal 
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
36) TestErrorCounterMonitor ---------> F
Error code ------------------> 1 (DIAG_FAILURE)
Total run count -------------> 29
Last test execution time ----> Mar 16 2007 19:04:02
First test failure time -----> Mar 16 2007 19:03:21
Last test failure time ------> Mar 16 2007 19:04:02
Last test pass time ---------> Mar 16 2007 19:03:19
Total failure count ---------> 4
Consecutive failure count ---> 4
Error Records as following.
ID -- Asic Identification
IN -- Asic Instance
PO -- Asic Port Number
RE -- Register Identification
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メモリ テストの実行
RM -- Register Identification More
EG -- Error Group
DV -- Delta Value
CF -- Consecutive Failure
TF -- Total Failure
ID IN PO RE RM DV EG CF TF
---------------------------------------------------------------
26 0 0 338 255 256 2 13 13
26 0 0 344 255 256 2 13 13
26 0 0 358 255 256 2 13 13
System Memory: 524288K total, 353225K used, 171063K free, 1000K kernel reserved
Lowest(b) : 171020288
Process kernel, type POSIX, PID = 1
0K total, 0K text, 0K data, 0K stack, 0K dynamic
Process sbin/chkptd.proc, type POSIX, PID = 16386
2296K total, 1988K text, 120K data, 12K stack, 176K dynamic
65536 heapsize, 55356 allocated, 8084 free
Router#

メモリ テストの実行
大半のオンライン診断テストでは、特別なセットアップまたは設定は不要です。ただし、
TestFibTcamSSRAM および TestLinecardMemory テストに付属のメモリ テストの場合、テストを実
行する前に必須の作業や推奨された作業をいくつか行う必要があります。

オンライン診断メモリ テストを実行する前に、次の作業を行います。

 • 必須作業

 – すべての接続ポートをディセーブルにして、ネットワーク トラフィックを分離します。

 – メモリ テスト中はテスト パケットを送信しないでください。

 – システムをユーザ動作モードに戻す前に、システムをリセットしてください。

 • すべてのバックグラウンド ヘルス モニタリング テストをディセーブルにするには、no 
diagnostic monitor module number test all コマンドを使用します。

診断の健全性チェック
ネットワーク内の潜在的な問題領域を検出するため、診断の健全性チェックを実行できます。健
全性チェックでは、想定される特定のシステム状態の組み合わせを使用した設定に対し、事前定
義した一連のチェックを実行して、警告状況の一覧を生成します。このチェックの目的は、不適
切な状態の要素がないかどうかを調べ、システムの健全性を維持するための支援を行うことで
す。

診断の健全性チェックを実行するには、次の作業を行います。

次の例は、show diagnostic sanity コマンドの結果として表示される可能性があるメッセージの例
を示します。

Router# show diagnostic sanity
Pinging default gateway 10.6.141.1 ....
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.6.141.1, timeout is 2 seconds:

コマンド 目的

show diagnostic sanity すべてのギガビット イーサネット WAN インターフェイ
スで、一連のテストを実行します。
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診断の健全性チェック
..!!.
Success rate is 0 percent (0/5)

IGMP snooping disabled please enable it for optimum config.

IGMP snooping disabled but RGMP enabled on the following interfaces,
please enable IGMP for proper config : 
Vlan1, Vlan2, GigabitEthernet1/1

Multicast routing is enabled globally but not enabled on the following 
interfaces:
GigabitEthernet1/1, GigabitEthernet1/2

A programming algorithm mismatch was found on the device bootflash:
Formatting the device is recommended.

The bootflash: does not have enough free space to accomodate the crashinfo file. 

Please check your confreg value : 0x0.

Please check your confreg value on standby: 0x0.

The boot string is empty. Please enter a valid boot string .
Could not verify boot image "disk0:" specified in the boot string on the
slave.

Invalid boot image "bootflash:asdasd" specified in the boot string on the
slave.

Please check your boot string on the slave.

UDLD has been disabled globally - port-level UDLD sanity checks are 
being bypassed.
OR
[
The following ports have UDLD disabled. Please enable UDLD for optimum
config:
Gi1/22

The following ports have an unknown UDLD link state. Please enable UDLD
on both sides of the link:
Gi1/22
]

The following ports have portfast enabled:
Gi1/20, Gi1/22

The following ports have trunk mode set to on:
Gi1/1, Gi1/13

The following trunks have mode set to auto:
Gi1/2, Gi1/3

The following ports with mode set to desirable are not trunking:
Gi1/3, Gi1/4

The following trunk ports have negotiated to half-duplex:
Gi1/3, Gi1/4

The following ports are configured for channel mode on:
Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4

The following ports, not channeling are configured for channel mode
desirable:
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診断の健全性チェック
Gi1/14

The following vlan(s) have a spanning tree root of 32768:
1

The following vlan(s) have max age on the spanning tree root different from
the default:
1-2

The following vlan(s) have forward delay on the spanning tree root different
from the default:
1-2

The following vlan(s) have hello time on the spanning tree root different
from the default:
1-2

The following vlan(s) have max age on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have fwd delay on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have hello time on the bridge different from the
default:
1-2

The following vlan(s) have a different port priority than the default 
on the port gigabitEthernet1/1
1-2

The following ports have recieve flow control disabled:
Gi1/20, Gi1/22

The following inline power ports have power-deny/faulty status:
Gi1/1, Gi1/2

The following ports have negotiated to half-duplex:
Gi1/22

The following vlans have a duplex mismatch: 
Gig 1/22 
  
The following interafaces have a native vlan mismatch:
interface (native vlan - neighbor vlan)
Gig 1/22 (1 - 64)   

The value for Community-Access on read-only operations for SNMP is the same 
as default. Please verify that this is the best value from a security point 
of view.

The value for Community-Access on write-only operations for SNMP is the same
as default. Please verify that this is the best value from a security point
of view.

The value for Community-Access on read-write operations for SNMP is the same
as default. Please verify that this is the best value from a security point
of view.
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Cisco IP Phone サポートの設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチに Cisco IP Phone を設定する手順について説明しま
す。この情報はシスコ製でない IP フォンのサポートの設定に役立ちますが、他社製の IP フォン
のメーカーのマニュアルを参照することを推奨します。

（注） • Cisco IP phone をサポートするために、一般的に、Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット ス
イッチは使用されません。

 • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • Cisco IP Phone のサポートの概要（p.12-1）
 • Cisco IP Phone サポートのデフォルト設定（p.12-6）
 • Cisco IP Phone サポート設定時の注意事項および制約事項（p.12-6）
 • Cisco IP Phone サポートの設定（p.12-7）

Cisco IP Phone のサポートの概要
ここでは、Cisco IP Phone サポートについて説明します。

 • Cisco IP Phone の接続（p.12-1）
 • Cisco IP Phone の音声トラフィック（p.12-2）
 • Cisco IP Phone のデータ トラフィック（p.12-3）
 • IP Phone の電源構成（p.12-3）

Cisco IP Phone の接続

Cisco IP Phone は、統合型 3 ポート内蔵 10/100 スイッチを装備しています。各ポートは、次の装
置との接続専用です。

 • ポート 1 は、スイッチに接続します。

 • ポート 2 は、内蔵 10/100 インターフェイスで、Cisco IP Phone トラフィックを伝送します。

 • ポート 3 は、PC またはその他の装置に接続します。

図 12-1 に、スイッチと PC の間に、Cisco IP Phone を接続する方法を示します。
12-1
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Cisco IP Phone のサポートの概要
図 12-1 Cisco IP Phone とスイッチの接続

Cisco IP Phone の音声トラフィック

Cisco IP Phone は、音声トラフィックをレイヤ 3 の IP precedence 値とレイヤ 2 の Class of Service
（CoS; サービス クラス）値と一緒に伝送します。この値は両方ともデフォルトで 5 に設定されて
います。Cisco IP Phone 通話の音質は、音声トラフィックが不均一に送信される場合、劣化する
可能性があります。予測しやすい音声トラフィック フローを提供するために、音声トラフィック
のレイヤ 3 IP precedence 値またはレイヤ 2 CoS 値を信頼するように QoS（Quality of Service）を設
定できます（第 36 章「PFC QoS の設定」 を参照）。

（注） WS-X6548-RJ-45 および WS-X6548-RJ-21 スイッチング モジュールのポートは、受信するレイヤ 2 
CoS 値を信頼するように設定できます（QoS ポートアーキテクチャ 1p1q0t/1p3q1t）。
WS-X6548-RJ-45 および WS-X6548-RJ-21 スイッチング モジュールは、Cisco IP Phone に電力を供
給できません。レイヤ 3 IP precedence 値を使用する QoS ポリシーは、これ以外のスイッチング モ
ジュール上で設定します。

接続された Cisco IP Phone のレイヤ 2 アクセス ポートについては、1 つの VLAN（仮想 LAN）を
音声トラフィック用、もう 1 つの VLAN は Cisco IP Phone に接続している装置からのデータ トラ
フィック用に使用するように設定できます。

スイッチのレイヤ 2 アクセス ポートが、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）
パケットを送信するように設定できます。CDP は、接続する Cisco IP Phone が、次のいずれかの
方法で、スイッチに音声トラフィックを送信するように指定します。

 • レイヤ 2 CoS プライオリティ値によるタグ付きの音声 VLAN による送信

 • レイヤ 2 CoS プライオリティ値によるタグ付きのアクセス VLAN による送信

 • タグなしのアクセス VLAN（レイヤ 2 CoS プライオリティ値なし）による送信

（注） すべての設定において、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値を伝送します（デフォルト
値は音声トラフィックについては 5、音声制御トラフィックについては 3）。

Cisco IOS ソフトウェア コマンドを使用して、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートに接続する装置
から送信されるデータ トラフィックが使用するフレーム タイプを設定することはできません。

3  P1 P3

P2

 

Cisco IP Phone 7960

/PC

Catalyst 
 Cisco 

10/100 

79
49

0

Phone

ASIC
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Cisco IP Phone のサポートの概要   
Cisco IP Phone のデータ トラフィック

（注） • Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続された装置からのタグ付きデータを信頼する、また
はマーク付けする機能は、信頼境界機能といいます。

 • Cisco IP Phone に接続されている装置からのタグなしトラフィックは、Cisco IP Phone のアク
セス ポートの信頼状態にかかわらず、そのまま Cisco IP Phone を通過します。

Cisco IP Phone のアクセス ポートに接続されている装置（図 12-1 を参照）からのタグ付きデータ 
トラフィック（802.1Q または 802.1p フレーム タイプのトラフィック）を処理するには、スイッ
チのレイヤ 2 アクセス ポートに対して接続された Cisco IP Phone が、Cisco IP Phone のアクセス 
ポートに CDP パケットの送信を設定して、次のいずれかのモードを設定するように指定します。

 • 信頼モード — Cisco IP Phone のアクセス ポートを介して受信したすべてのトラフィックは、
そのまま Cisco IP Phone を通過します。

 • 信頼できないモード — Cisco IP Phone のアクセス ポート経由で受信する 802.1Q または 802.1p 
フレームのすべてのトラフィックは、設定されたレイヤ 2 CoS 値でマーキングされます。デ
フォルトのレイヤ 2 CoS 値は 0 です。信頼できないモードがデフォルト設定です。

IP Phone の電源構成

ここでは、IP Phone 電源構成について説明します。

 • ローカルに電力供給される IP Phone（p.12-3）
 • インライン パワーにより電力供給される IP Phone（p.12-3）
 • インライン パワー管理（p.12-4）

ローカルに電力供給される IP Phone
ローカル電源には 2 種類あります。

 • IP Phone に接続されている電源装置 
 • IP Phone へ接続されているツイストペア イーサネット ケーブルを通じてパッチパネルを経由

する電源装置

ローカルに電力供給されている IP Phone がスイッチング モジュール ポート上に存在すると、ス
イッチング モジュールはその存在を検出できません。スーパーバイザ エンジンは、Cisco IP 
Phone の CDP メッセージを通じてローカルに電力供給されている Cisco IP Phone を検出できます。

ローカルに電源供給されている IP Phone がローカル電源を失うと、インライン パワー モードが 
auto に設定されている場合、スイッチング モジュールはインライン パワーを検出して、IP Phone 
に供給できます。

インライン パワーにより電力供給される IP Phone
インライン パワー ドーターカードをサポートするスイッチング モジュールは、ツイストペア 
イーサネット ケーブルを使用して、IP Phone、IP カメラ、無線アクセス ポイントなどの外部装置
に電力を供給できます。シスコのインライン パワー モジュールは、Power over Ethernet（PoE; 
イーサネット経由の電源供給）の も一般的な 2 つの実装のうち一方または両方をサポートでき
ます。

 • シスコの先行標準インライン パワー 
 • IEEE 802.3af 標準
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Cisco IP Phone のサポートの概要
インライン パワー カードが搭載されているスイッチング モジュールは、カードでサポートされ
る PoE 実装に従う受電装置を自動的に検出しプロビジョニングできます。スイッチング モ
ジュールは、手動設定によってのみ、他の PoE 実装をサポートする装置に電力を供給できます。

1 台の装置のみがポート単位で電力を供給され、その装置はスイッチ ポートに直接接続されてい
る必要があります。たとえば、2 台めの IP Phone がスイッチ ポートに接続された IP Phone とデイ
ジーチェーンでつながっていない場合、2 台めの IP Phone はスイッチから電力を供給されません。

（注） インライン パワーをサポートするスイッチング モジュールの詳細については、次の URL にある
『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』を参照してください。 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/ol_4164.htm

インライン パワー管理

IP Phone またはワイヤレス アクセス ポイントなどのインライン パワー装置には、それぞれ、
シャーシの電力バジェットから割り当てられる電力が必要です。それぞれの受電装置には固有の
所要電力があるため、システムの電力管理ソフトウェアがポート単位で必要な電力をインテリ
ジェントに割り当てることができれば、より多くの装置がサポートされます。

Release 12.2(33)SXH 以降では、個々のポートにインライン パワーを割り当て適用するようにス
イッチング モジュールを設定できます。

 • 接続されたインライン パワー装置が検出された場合、装置から検知された情報に基づく電力
レベル、デフォルトの電力レベル、または指定された 大電力レベル（auto モード）

 • 固定のデフォルトまたは指定されたレベル、インライン パワー装置がポート上に存在するか
どうか（static モード）

シスコ先行標準 PoE 実装は接続されたインライン パワー装置の検知および初期パワー レベルの
適用を行う方式を定義しています。アクティベーション後、CDP をサポートするシスコ先行標準
装置は、CDP メッセージングを使用して低電力割り当てまたは高電力割り当てについてネゴシ
エーションできます。

IEEE 802.3af PoE 標準は、接続された装置を検知し、ただちに装置の所要電力を 3 つの電力範囲
に分類する方式を定義しています。

 • クラス 1：ポートごとに 大 4 W 
 • クラス 2：ポートごとに 大 7 W 
 • クラス 3：ポートごとに 大 15.4 W 
IEEE 標準には、装置の電力割り当てのその後の再調整に関するプロビジョニングは含まれてい
ません。新しいインライン パワー ドーターカード（WS-F6K-48-AF など）には、ポートによって
受電装置に供給される電力を正確に測定する機能、およびポートの電力ポリシングをイネーブル
にする機能が追加されています。電力測定とポリシングを使用すると、IEEE 電力分類範囲の低
い方の電力レベルを必要とする装置の IEEE 802.3af 電力分類を安全に無効にできます。IEEE 
802.3af および CDP をサポートするシスコのインライン パワー装置は、CDP を使用して IEEE 
802.3af 電力分類を無効にできます。

インライン パワー カードが両方の PoE 実装をサポートするスイッチング モジュールは、両方の
検出方式を同時に試行します。接続された装置が両方の検出方式に応答した場合、スイッチング 
モジュールは装置が IEEE 802.3af 装置であるとみなします。

注意 IP Phone のケーブルをポートに接続し、電源をオンにすると、スーパーバイザ エンジンは回線上
でリンクが起動するまで 4 秒間待機します。この 4 秒の間に、P Phone のケーブルを取り外し、
ネットワーク装置を接続すると、そのネットワーク装置が損傷することがあります。ネットワー
ク装置を取り外し、別のネットワーク装置を接続する場合は、10 秒以上待機してから行うように
してください。
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Cisco IP Phone のサポートの概要   
例：Cisco 先行標準 IP Phone

スイッチング モジュール ポートは、電力が供給されていない Cisco 先行標準 IP Phone を検出する
と、スーパーバイザ エンジンに、電力を供給されていない Cisco IP Phone の存在を通知し、それ
がどこのモジュール、ポートであるかを示します。そのポートが auto モードに設定されている
場合、スーパーバイザ エンジンは、Cisco IP Phone を動かすのに十分なシステム電力があるかど
うかを判別します。 大が指定されている場合、電力割り当てはデフォルト電力の低または設定
されたポートの 大になります。十分な電力がある場合は、スーパーバイザ エンジンが、利用可
能なシステム総電力量から電力割り当て量を差し引き、電力をポートに供給するように指示する
メッセージをスイッチング モジュールに対して送信します。Cisco IP Phone に供給する十分な電
力がない場合、スーパーバイザ エンジンは、ポートへの電力供給が少ないことを示すメッセージ
をスイッチング モジュールに送信します。

Cisco IP Phone は、所要電力量が異なる場合があります。ポートに低い 大電力レベルが設定さ
れていない限り、スーパーバイザ エンジンは Cisco IP Phone に設定済みのデフォルトの 7 W（42 
V 時 167 mA）を 初に割り当てます。Cisco IP Phone との CDP メッセージ交換によって正確な電
力量を判別すると、スーパーバイザ エンジンが割り当て電力を加減します。

たとえば、デフォルトの割り当て電力は 7 W です。6.3 W を必要とする Cisco IP Phone をポートに
接続します。スーパーバイザ エンジンは Cisco IP Phone に 7 W を割り当てたうえで電源をオンに
します。Cisco IP Phone が動作を開始すると、CDP メッセージを通じて、実際の所要電力量を
スーパーバイザ エンジンに通知します。スーパーバイザ エンジンは電力割り当て量を所要量ま
で減らします。

Cisco IP Phone の電源を CLI（コマンドライン インターフェイス）または SNMP（簡易ネットワー
ク管理プロトコル）を通じてオフにしたり、取り外したりする場合、スーパーバイザ エンジンは
スイッチング モジュールに、ポートの電源をオフにするようにメッセージを送信します。その分
の電力は利用可能なシステム総電源量に戻されます。

例：IEEE 802.3af IP Phone

スイッチング モジュール ポートが電力を供給されていない IEEE 802.3af 準拠の IP Phone を検出す
ると、モジュールは IP Phone の IEEE 802.3af 電力分類を検出して、スーパーバイザ エンジンに IP 
Phone の場所と所要電力を通知します。十分なシステム電力が使用可能な場合、スーパーバイザ 
エンジンは IEEE 分類によって示された電力レベルを割り当て、ポートへの電力供給を承認され
たスイッチング モジュールにメッセージを送信します。IP Phone に供給する十分な電力がない場
合、スーパーバイザ エンジンは、ポートへの電力供給が拒否されたことを示すメッセージをス
イッチング モジュールに送信します。

たとえば、7.1 W を消費する IEEE 802.3af 準拠の IP Phone がポートに接続されます。スイッチン
グ モジュールはこの IP Phone を検出し、IEEE 電力分類がクラス 3 であることを判別します。ク
ラス 3 では 7.0 ～ 15.4 W が必要です。スイッチング モジュールはスーパーバイザ エンジンに
ポートの場所と IP Phone の IEEE 分類を通知します。十分な電力が利用可能な場合、スーパーバ
イザ エンジンはシステム電力から 15.4 W を差し引き、ポートへの電力供給を承認します。この 
IP Phone では、広範な IEEE 分類システムのためにシステムは不要な 8.3 W を蓄えておく必要があ
ります。15.4 W よりも低い 大電力レベルが設定されたこのポートに対して auto モードが選択
された場合、クラス 3 電話機は電力供給を拒否されます。

電力測定とポリシングをサポートする新しいインライン パワー カード（WS-F6K-48-AF 以降）を
使用すると、この例で説明された状況をより適切に管理できます。電力ポリシングをイネーブル
にすると、安全にポートの 大電力割り当てを低く設定できます。これはモジュールが各ポート
の電力消費を監視して、設定された 大電力設定値を超えるとポートへのインライン パワーを切
断するからです。

この例では、電力ポリシングをイネーブルにして、ポートを 大 7.5 W に設定できます。クラス 
3 電話機がこのポートに接続されると、スーパーバイザ エンジンはシステム電力から 7.5 W（15.4 
W ではなく）のみを割り当てます。これにより、他の受電装置のために利用可能な電力がより多
く残されます。ポートの電力消費はモニタされます。電話機があとで 7.5 W を超える電力を引き
込んだ場合、スーパーバイザ エンジンはポートへのインライン パワーを切断し、Syslog エラー 
メッセージを生成します。
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Cisco IP Phone サポートのデフォルト設定
Cisco IP Phone サポートはデフォルトではディセーブルに設定されています。

音声 VLAN 機能がイネーブルに設定されている場合、タグなしのすべてのトラフィックは、ポー
トのデフォルトの CoS プライオリティで送信されます。

CoS は、802.1p または 802.1Q のタグ付きトラフィックについては信頼されていません。

Cisco IP Phone サポート設定時の注意事項および制約
事項

Cisco IP Phone サポートを設定するとき、次の注意事項および制約事項が適用されます。

 • 設定情報を Cisco IP Phone に送信するには、Cisco IP Phone に接続されているポートで CDP を
イネーブルにしなければなりません。

 • 音声 VLAN はレイヤ 2 LAN ポートにのみ設定できます。

 • WS-X6548-RJ-45 および WS-X6548-RJ-21 スイッチング モジュールのポートは、受信するレイ
ヤ 2 CoS 値を信頼するように設定できます（QoS ポートアーキテクチャ 1p1q0t/1p3q1t）。
WS-X6548-RJ-45 および WS-X6548-RJ-21 スイッチング モジュールは、Cisco IP Phone に電力
を供給できません。

 • 10/100 Mbps ポートに QoS ポート アーキテクチャ 1p4t/2q2t を設定して、受信するレイヤ 2 
CoS 値を信頼するようにすることはできません。スイッチングモジュールのレイヤ 3 IP 
precedence 値を QoS ポート アーキテクチャ 1p4t/2q2t で信頼するようにポリシーを設定しま
す。

 • 次に示す条件の場合、Cisco IP Phone および Cisco IP Phone に接続されている装置は同じ 
VLAN に存在し、必ず同じ IP サブネットに存在する必要があります。

 – 両方が 802.1p またはタグなしフレームを使用する場合

 – Cisco IP Phone が 802.1p フレームを使用し、装置はタグなしフレームを使用する場合

 – Cisco IP Phone がタグなしフレームを使用し、装置は 802.1p フレームを使用する場合

 – Cisco IP Phone は 802.1p フレームを使用し、音声 VLAN がアクセス VLAN と同じである
場合

 • Cisco IP Phone と Cisco IP Phone に接続されている装置は、同じ VLAN とサブネット内に存在
していても異なるフレーム タイプを使用する場合、通信できません。同じサブネット内にあ
る装置間のトラフィックがルーティングされないためです（フレーム タイプが違う場合ルー
ティングされません）。

 • Cisco IOS ソフトウェア コマンドを使用して、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートに接続され
ている装置から送信されるトラフィックが使用するフレームタイプを設定することはできま
せん。

 • 音声 VLAN が設定されているポートでポート セキュリティをイネーブルにし、Cisco IP Phone 
に接続されている PC がある場合、ポート上の 大許容セキュア アドレスを 3 つ以上に設定
します。

 • 音声 VLAN には、スタティック セキュア MAC（メディア アクセス制御）アドレスを設定で
きません。

 • 音声 VLAN に設定されているポートはセキュアポートにすることができます（第 54 章
「ポート セキュリティの設定」 を参照）。

 • すべての設定において、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値を伝送します（デフォ
ルト値は音声トラフィックについては 5、音声制御トラフィックについては 3）。
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Cisco IP Phone サポートの設定
ここでは、Cisco IP Phone サポートの設定方法について説明します。

 • 音声トラフィックのサポートの設定（p.12-7）
 • データ トラフィックのサポートの設定（p.12-8）
 • インライン パワー サポートの設定（p.12-9）

（注） 音声 VLAN は、Catalyst ソフトウェア マニュアルでは 補助 VLAN と呼ばれています。

音声トラフィックのサポートの設定

Cisco IP Phone が音声トラフィックを伝送する方法を設定するには、次の作業を行います。

Cisco IP Phone が音声トラフィックを伝送する方法を設定する際、次の情報に注意してください。

 • 音声 VLAN ID を入力して、CDP パケットを送信します。CDP パケットは、音声トラフィッ
クを音声 VLAN ID およびレイヤ 2 CoS 値（デフォルトは 5）によるタグ付き 802.1Q フレーム
で伝送するように Cisco IP Phone を設定します。有効な VLAN ID は 1 ～ 4094 です。スイッチ
は 802.1Q 音声トラフィックを音声 VLAN に送ります。

 • dot1p キーワードを入力して、CDP パケットを送信します。CDP パケットは、音声トラ
フィックを VLAN ID 0 およびレイヤ 2 の CoS 値（デフォルトは、音声トラフィックの場合 5、
音声制御トラフィックの場合 3）によるタグ付き 802.1p フレームで伝送するように Cisco IP 
Phone を設定します。スイッチは 802.1p 音声トラフィックをアクセス VLAN に送ります。

 • untagged キーワードを入力して、Cisco IP Phone が、タグなし音声トラフィックを伝送するよ
うに設定する CDP パケットを送信します。スイッチはタグなし音声トラフィックをアクセス 
VLAN に入れます。

 • none キーワードを入力して、Cisco IP Phone が独自の設定を使用し、タグなし音声トラ
フィックを伝送できるようにします。スイッチはタグなし音声トラフィックをアクセス 
VLAN に入れます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface fastethernet slot/port 設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

（注） LAN ポートをレイヤ 2 ポートとして設定
するには、キーワードを指定せずに 
switchport コマンドを 1 度入力する必要が
あります。そのあとで、キーワードとと
もにさらに switchport コマンドを入力し
てください。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport voice vlan 
{voice_vlan_ID | dot1p | none | untagged}

Cisco IP Phone が音声トラフィックを伝送する方
法を設定します。

Router(config-if)# no switchport voice vlan 設定を消去します。

ステップ 4 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show interfaces fastethernet slot/port 
switchport 
Router# show running-config interface 
fastethernet slot/port 

設定を確認します。
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 • すべての設定において、音声トラフィックはレイヤ 3 IP precedence 値（デフォルトは 5）を伝
送します。

 • QoS の設定方法の詳細については、第 36 章「PFC QoS の設定」 を参照してください。

 • ポートをレイヤ 2 アクセス ポートとして設定する方法、およびアクセス VLAN の設定方法の
詳細については、「レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定」
（p.13-15）を参照してください。

次に、ポート FastEthernet 5/1 に対して、Cisco IP Phone が VLAN 101 を音声 VLAN として使用す
るように指示する CDP パケットを送信するように、設定する例を示します

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# switchport voice vlan 101 
Router(config-if)# exit 

次に、ポート FastEthernet 5/1 の設定を確認する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 5/1 switchport 
Name: Fa5/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: access
Operational Mode: access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: off
Access Mode VLAN: 100
Voice VLAN: 101
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative private-vlan host-association: none 
Administrative private-vlan mapping: 900 ((Inactive)) 901 ((Inactive)) 
Operational private-vlan: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

データ トラフィックのサポートの設定

（注） mls qos trust extend コマンドを使用して、信頼境界機能を実装します。

Cisco IP Phone がデータ トラフィックを伝送する方法を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface fastethernet slot/port 設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos trust extend 
[cos cos_value]

Cisco IP Phone がデータ トラフィックを伝送する
方法を設定します。

Router(config-if)# no mls qos trust extend 設定を消去します。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show interfaces fastethernet slot/port 
switchport 
Router# show running-config interface 
fastethernet slot/port

設定を確認します。
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Cisco IP Phone がデータ トラフィックを伝送する方法を設定する際、次の情報に注意してくださ
い。

 • CDP パケットを送信して、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートと接続している装置から受信
したタグ付きトラフィックを Cisco IP Phone が信頼するように設定するには、cos キーワード
および CoS 値を入力しないでください。

 • CDP パケットを送信して、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートと接続している装置から受信
したタグ付き入力トラフィックを Cisco IP Phone がマーキングするように設定するには、cos 
キーワードおよび CoS 値を入力してください（有効値は 0 ～ 7 です）。

 • Cisco IOS ソフトウェア コマンドを使用しても、Cisco IP Phone 上のアクセス ポートに接続す
る装置から送信されるデータ トラフィックへのタグの有無を設定することはできません。

次に、ポート FastEthernet 5/1 が CDP パケットを送信して、Cisco IP Phone にアクセス ポートを信
頼できないポートとして設定すること、および CoS 3 を使用する Cisco IP Phone 上のアクセス 
ポートと接続している装置から受信したすべてのタグ付きトラフィックをマーキングすることを
通知するように設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# mls qos trust extend cos 3 

次に、ポート FastEthernet 5/1 が CDP パケットを送信して、Cisco IP Phone にアクセス ポートを信
頼できるポートとして設定することを通知するように設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# mls qos trust extend 

次に、ポート FastEthernet 5/1 の設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface fastethernet 5/1 | include Extend 
  Extend trust state: trusted

インライン パワー サポートの設定

インライン パワー サポートを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet または gigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# power inline {auto | static | 
never}[max milliwatts]

インライン パワーのサポートを設定し、任意で
ポートの 大インライン パワー レベル（ミリ 
W）を指定します。

Router(config-if)# no power inline 設定を消去します。

ステップ 3 Router(config-if)# [no] power inline police サポートされている場合、インライン パワー ポ
リシングをイネーブルにします。2

2. WS-F6K-48-AF または電力モニタリングとポリシングをサポートするその他のインライン パワー ドーターカードが必要です。

ステップ 4 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show power inline {type slot/port | 
module slot}[detail] 

設定を確認します。
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power inline コマンドでインライン パワー サポートを設定する場合、次の情報に注意してくださ
い。

 • インライン パワー装置の自動検出およびポート インライン パワーの自動割り当てを設定す
るには、auto キーワードを入力します。

 • インライン パワー装置の自動検出を設定し、固定のインライン パワー割り当てを予約するに
は、static キーワードを入力します。

 • ポートに割り当てる 大電力を指定するには、auto または static キーワードを入力してから、
max キーワードを入力し、パワー レベル（ミリ W）を指定します。

 • auto キーワードが入力され、CDP がポート上でイネーブルであると、CDP をサポートするイ
ンライン パワー装置は別のパワー レベルをネゴシエーションできます。

 • インライン パワー装置の自動検出をディセーブルにするには、never キーワードを入力しま
す。

 • 次の情報が、WS-F6K-48-AF および WS-F6K-GE48-AF インライン パワー カードに適用されま
す。

 – Cisco IOS Release 12.2(33)SXH2 以降のリリースでは、max キーワードを使用した設定可
能な 大電力範囲は 4000 ～ 16800 ミリ W です。以前のリリースでは、設定可能な 大電
力範囲は 4000 ～ 15400 ミリ W です。すべてのリリースでは、 大電力レベルが設定され
ていない場合、デフォルトの 大電力は 15400 ミリ W です。

（注） インライン パワー カードで 15400 ミリ W を越える電力を使用して多くのインライン 
パワー ポートをサポートするには、電力バジェットを確定するために static キーワー
ドを使用することを推奨します。

 – Cisco IOS Release 12.2(33)SXH2 以降のリリースでは、auto キーワードが入力され、CDP 
がポート上でイネーブルになると、 大電力レベルが 16800 ミリ W より低く設定されて
いなければ、CDP をサポートするインライン パワー装置は 大 16800 ミリ W の電力レベ
ルまでネゴシエーションすることができます。以前のリリースでは、電力レベルが 
15400 ミリ W または設定された 大電力レベルより低く設定されていれば、インライン 
パワー装置は電力レベルを 大 15400 ミリ W の電力レベルまたは設定された 大電力レ
ベルまでネゴシエーションすることができます。

次に、ポート FastEthernet 5/1 のインライン パワーをディセーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# power inline never 

次に、ポート FastEthernet 5/1 のインライン パワーをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# power inline auto 

次に、ポート FastEthernet 5/1 のインライン パワー設定を確認する例を示します。

Router# show power inline fastethernet 5/1
Interface  Admin    Oper     Power        Device
                            (Watts)
---------- ----- ---------- ------- -------------------
Fa5/1      auto  on           6.3   cisco phone device
Router#
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次に、ラインカードに電力モニタリングとポリシングをサポートするインライン パワー ドー
ターカードが含まれている場合の、GigabitEthernet ポート 1/9 のインライン パワー設定を確認す
る例を示します。

Router# show power inline GigabitEthernet 1/9 
Interface  Admin  Oper  Power (Watts)     Device   Class
                       From PS To Device
--------  -----  ---- ------- ---------  -------  -----
Gi1/9     auto   on   17.3    15.4      Ieee PD  3    

Interface  AdminPowerMax (Watts) Police  ActualConsumption
---------  --------------------- ------  ----------------- 
 Gi1/9             15.4            on    5.7 
Router#

次に、ラインカードに電力モニタリングとポリシングをサポートするインライン パワー ドー
ターカードが含まれている場合の、GigabitEthernet ポート 1/9 のインライン パワー設定の詳細を
確認する例を示します。

Router# show power inline GigabitEthernet 1/9 detail 
Interface: Gi1/9
 Inline Power Mode: auto
 Operational status: on
 Device Detected: yes
 Device Type: Cisco IP Phone 7970
 IEEE Class: 3
 Discovery mechanism used/configured: Ieee and Cisco
 Police: on
 
 Power Allocated 
 Admin Value: 15.3
 Power drawn from the source: 11.5
 Power available to the device: 10.2
 
 Actual consumption
 Measured at the port: 6.3
 Maximum Power drawn by the device since powered on: 6.7
 
 Absent Counter: 0
 Over Current Counter: 0
 Short Current Counter: 0
 Invalid Signature Counter: 0
 Power Denied Counter: 0
Router#
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Cisco IP Phone サポートの設定
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レイヤ 2 スイッチング用 LAN ポートの設
定

この章では、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、
Cisco IOS Software Release 12.2SX 上でレイヤ 2 スイッチング用のファスト イーサネット、ギガ
ビット イーサネット、および 10 ギガビット イーサネット LAN ポートを設定する手順について説
明します。この章の設定作業は、スイッチング モジュール上の LAN ポート、およびスーパーバ
イザ エンジンと Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチ上の LAN ポートに適用されます。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • レイヤ 3 インターフェイスの設定手順については、第 24 章「レイヤ 3 インターフェイスの設
定」を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 2 スイッチングの概要（p.13-1）
 • レイヤ 2 LAN インターフェイスのデフォルト設定（p.13-5）
 • レイヤ 2 LAN インターフェイス設定時の注意事項および制約事項（p.13-5）
 • レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定（p.13-7）

レイヤ 2 スイッチングの概要 
ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX におけるレイヤ 2 スイッチングの機能について説明
します。

 • レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要（p.13-1）
 • VLAN トランクの概要（p.13-3）
 • レイヤ 2 LAN ポート モード（p.13-4）

レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要 
ここではレイヤ 2 イーサネット スイッチングについて説明します。

 • レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要（p.13-2）
 • セグメント間のフレーム スイッチング（p.13-2）
13-1
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レイヤ 2 スイッチングの概要
 • アドレス テーブルの作成（p.13-2）

レイヤ 2 イーサネット スイッチングの概要

Cisco スイッチ上のレイヤ 2 イーサネット ポートは、レイヤ 2 イーサネット セグメント間の同時
パラレル接続をサポートしています。イーサネット セグメント間のスイッチド コネクションが
維持されるのは、パケットの伝送時間の長さだけです。次のパケットには、別のセグメント間に
新しい接続が確立されます。

Cisco スイッチはレイヤ 2 イーサネット ポートをサポートしており、広帯域の装置および大量の
ユーザに起因する輻輳問題を解決するために、装置（サーバなど）ごとに専用の 10 Mbps、100 
Mbps、または 1000 Mbps 衝突ドメインを割り当てます。各 LAN ポートは、それぞれ別のイーサ
ネット衝突ドメインに接続されているので、スイッチング環境が適切に設定されていれば、サー
バは全帯域幅にアクセスできます。

衝突はイーサネット ネットワークにおける重大な障害になっていますが、有効な解決策の 1 つは
全二重通信です。通常、イーサネットは半二重モードで動作します。つまり、各ステーションは
送信または受信のどちらか一方しか実行できません。全二重モードでは、2 つのステーション間
で同時に送受信を行うことができます。パケットは両方向で同時に流れることができる場合、有
効なイーサネット帯域幅が 2 倍になります。

セグメント間のフレーム スイッチング

各 レイヤ 2 イーサネット ポートは、1 台のワークステーションまたはサーバに接続することも、
ハブを介して複数のワークステーションまたはサーバをネットワークに接続することもできま
す。

標準的なイーサネット ハブでは、すべてのポートがハブ内の共通のバックプレーンに接続され、
ハブに接続されたすべての装置が、ネットワークの帯域幅を共用します。2 つのステーション間
で、相当量の帯域幅を使用するセッションを確立した場合には、そのハブに接続された他のすべ
てのステーションで、ネットワークのパフォーマンスが低下します。

このようなパフォーマンス低下を軽減するために、スイッチは各 LAN ポートをそれぞれ独立し
たセグメントとして扱います。異なる LAN ポートに接続されているステーションが相互に通信
する必要がある場合、スイッチは、一方の LAN ポートから他方の LAN ポートにワイヤ速度でフ
レームを転送して、各セッションが全帯域幅を利用できるようにします。

LAN ポート間のフレーム スイッチングを効率的に行うために、スイッチはアドレス テーブルを
維持します。フレームがスイッチに着信すると、スイッチは送信元ネットワーク装置の MAC ア
ドレスと、フレームを受信した LAN ポートを対応付けます。

アドレス テーブルの作成

アドレス テーブルは、受信したフレームの送信元アドレスを使用して作成されます。アドレス 
テーブルに宛先アドレスが登録されていないフレームをスイッチが受信すると、そのフレームを
受信したポート以外の、同一 VLAN（仮想 LAN）のすべての LAN ポートに、フレームをフラッ
ディングします。宛先ステーションから応答があると、スイッチは関連する送信元アドレスおよ
びポート ID をアドレス テーブルに追加します。スイッチは以後、LAN ポートすべてに後続フ
レームをフラッディングせずに、1 つの LAN ポートだけに転送します。

アドレス テーブルには、エントリのフラッディングを伴わずに 32,000 以上のアドレス エントリ
を保管できます。スイッチは設定変更可能なエージング タイマーによって定められたエージング 
メカニズムを使用するので、アドレスが所定の秒数だけ非アクティブ状態になると、アドレス 
テーブルから削除されます。
13-2
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 13 章      レイヤ 2 スイッチング用 LAN ポートの設定

レイヤ 2 スイッチングの概要  
アドレス テーブル変更の通知

スイッチは、特定の LAN ポートに関連するアドレス テーブル エントリの動的な追加、および削
除の履歴を保持するように設定できます。変更履歴は、SNMP トラップ通知として送信される
か、SNMP MIB から手動で読み取ることができます。

VLAN トランクの概要

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX 上での VLAN トランクについて説明します。

 • トランキングの概要（p.13-3）
 • カプセル化タイプ（p.13-4）

トランキングの概要

（注） VLAN の詳細については、第 17 章「VLAN の設定」 を参照してください。

トランクとはスイッチとその他のネットワーキング装置間のポイントツーポイント リンクです。
トランクは 1 つのリンクを介して複数の VLAN トラフィックを伝送するので、VLAN をネット
ワーク全体に拡張できます。

次の 2 種類のトランキング カプセル化方式が、すべてのイーサネット ポートで使用可能です。

 • Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク） — ISL はシスコ独自のトランキング カプセル化方
式です。

（注） 次のスイッチング モジュールは ISL カプセル化をサポートしていません。 
 

• WS-X6502-10GE  
• WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6548-GE-45AF  
• WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX、WS-X6148-GE-45AF 

 • 802.1Q — 802.1Q は、業界標準のトランキング カプセル化方式です。

1 つのイーサネット ポートまたは EtherChannel に対してトランクを設定できます。EtherChannel 
の詳細については、第 15 章「EtherChannel の設定」 を参照してください。

イーサネット トランク ポートは、数種類のトランキング モードをサポートしています（表 13-2 
[p.13-4] を参照）。さらに、トランクでの ISL または 802.1Q カプセル化の使用、またはカプセル化
タイプの自動ネゴシエーションを指定することもできます。

（注） カプセル化タイプをネゴシエーションするように LAN ポートを設定できます。カプセル化タイ
プをネゴシエーションするように WAN インターフェイスを設定することはできません。

Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）は LAN ポート上のト
ランク自動ネゴシエーションを管理します。DTP は、ISL トランクおよび 802.1Q トランクの両方
で自動ネゴシエーションをサポートします。

トランキングを自動ネゴシエーションするには、LAN ポートが同じ VLAN Trunking Protocol
（VTP; VLAN トランキング プロトコル）ドメインに存在する必要があります。異なるドメイン内
の LAN ポートを強制的にトランクするには、trunk キーワードまたは nonegotiate キーワードを
使用します。VTP ドメインの詳細については、第 16 章「VTP の設定」 を参照してください。
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レイヤ 2 スイッチングの概要
カプセル化タイプ

表 13-1 に、イーサネット トランクのカプセル化タイプを示します。

リンクが ISL トランクまたは 802.1Q トランクのどちらになるかは、接続された 2 つの LAN ポー
トのトランキング モード、トランク カプセル化タイプ、およびハードウェア機能によって決ま
ります。

レイヤ 2 LAN ポート モード

表 13-2 に、レイヤ 2 LAN ポート モードを示し、LAN ポートにおける各モードの機能について説
明します。

表 13-1 イーサネット トランクのカプセル化タイプ 

カプセル化 機能

switchport trunk encapsulation isl トランク リンクに ISL カプセル化を指定しま
す。

（注） ISL カプセル化をサポートしていない
モジュールもあります（「トランキング
の概要」[p.13-3] を参照）。

switchport trunk encapsulation dot1q トランク リンクに 802.1Q カプセル化を指定し
ます。

switchport trunk encapsulation negotiate LAN ポートが近接 LAN ポートとネゴシエー
ションを行い、近接 LAN ポートの設定および
機能に応じて、ISL トランク（優先）または 
802.1Q トランクになるように指定します。

表 13-2 レイヤ 2 LAN ポート モード 

モード 機能

switchport mode access LAN ポートは永続的な非トランキング モードになり、リンクを非トランク リ
ンクに変換するようにネゴシエーションを行います。近接 LAN ポートが変更
に同意しなくても、LAN ポートは非トランク ポートになります。

switchport mode dynamic desirable リンクからトランク リンクへの変換を LAN ポートにアクティブに試行させま
す。近接 LAN ポートが trunk、desirable、または auto モードに設定されてい
れば、LAN ポートはトランク ポートになります。このモードは、すべての 
LAN ポートのデフォルト モードです。

switchport mode dynamic auto LAN ポートにリンクからトランク リンクへの変換を試行させます。近接 LAN 
ポートが trunk または desirable モードに設定されていれば、LAN ポートはト
ランク ポートになります。

switchport mode trunk LAN ポートは永続的なトランキング モードになり、リンクをトランク リンク
に変換するようにネゴシエーションを行います。近接ポートが変更に同意し
なくても、LAN ポートはトランク ポートになります。

switchport nonegotiate LAN ポートを永続的なトランキング モードにしますが、LAN ポートが DTP 
フレームを生成するのを防ぎます。トランク リンクを確立するには、近接
ポートを手動でトランク ポートとして設定する必要があります。
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Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 13 章      レイヤ 2 スイッチング用 LAN ポートの設定

レイヤ 2 LAN インターフェイスのデフォルト設定   
（注） DTP は PPP（ポイントツーポイント プロトコル）です。ただし、インターネットワーキング装置
によっては、DTP フレームが正しく転送されないことがあります。この問題を避けるために、こ
れらのリンク上でトランキングを行わない場合は、DTP をサポートしない装置に接続されている 
LAN ポートが、access キーワードを使用して設定されていることを確認してください。DTP をサ
ポートしない装置へのトランキングをイネーブルにするには、nonegotiate キーワードを使用し
て、LAN ポートをトランクにし、DTP フレームが生成されないようにします。

レイヤ 2 LAN インターフェイスのデフォルト設定
表 13-3 に、レイヤ 2 LAN ポートのデフォルト設定を示します。

レイヤ 2 LAN インターフェイス設定時の注意事項およ
び制約事項

レイヤ 2 LAN ポートを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 次のスイッチング モジュールは、ISL カプセル化をサポートしません。

 – WS-X6502-10GE 

表 13-3 レイヤ 2 LAN インターフェイスのデフォルト設定 

機能 デフォルト 
インターフェイス モード：

 • switchport コマンドの入力前 レイヤ 3（未設定）

 • switchport コマンドの入力後 switchport mode dynamic desirable 

トランク カプセル化 switchport trunk encapsulation negotiate 

VLAN 許容範囲 VLAN 1 ～ 4094（予約済み VLAN を除く）（表 17-1 
[p.17-2]  を参照）

プルーニングに適格な VLAN 範囲 VLAN 2 ～ 1001

デフォルト アクセス VLAN VLAN 1

ネイティブ VLAN（802.1Q トランク用） VLAN 1

Spanning Tree Protocol（STP; スパンニング
ツリー プロトコル）

すべての VLAN でイネーブル

STP ポート プライオリティ 128

STP ポート コスト  • 10 Mbps イーサネット LAN ポートでは 100
 • 10/100 Mbps ファスト イーサネット LAN ポー

トでは 19
 • 100 Mbps ファスト イーサネット LAN ポートで

は 19
 • 1,000 Mbps ギガビット イーサネット LAN ポー

トでは 4
 • 10,000 Mbps 10 ギガビット イーサネット LAN 

ポートでは 2
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レイヤ 2 LAN インターフェイス設定時の注意事項および制約事項
 – WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6548-GE-45AF
 – WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX、WS-X6148-GE-45AF

 • 次に示す設定時の注意事項および制約事項は、802.1Q トランクを使用するときに適用され、
ネットワークのトランキングの構築方法が多少制限されます。802.1Q トランクを使用すると
きは、これらの制約事項に注意してください。

 – 802.1Q トランクを介してシスコ製スイッチを接続するときは、802.1Q トランクのネイ
ティブ VLAN がトランク リンクの両端で同じであることを確認してください。トランク
の一端のネイティブ VLAN と他端のネイティブ VLAN が異なると、スパニング ツリー 
ループの原因になります。

 – ネットワーク上のすべてのネイティブ VLAN についてスパニング ツリーをディセーブル
にせずに、802.1Q トランクの VLAN 上のスパニング ツリーをディセーブルにすると、ス
パニング ツリー ループが発生することがあります。802.1Q トランクのネイティブ VLAN 
上で、スパニング ツリーをイネーブルのままにしておくことを推奨します。この設定が
できない場合は、ネットワークのすべての VLAN 上でスパニング ツリーをディセーブル
にしてください。スパニング ツリーをディセーブルにする場合には、事前にネットワー
クに物理的なループが存在しないことを確認してください。

 – 802.1Q トランクを介して 2 台のシスコ製スイッチを接続すると、トランク上で許容され
る VLAN ごとにスパニング ツリー Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル 
データ ユニット）が交換されます。トランクのネイティブ VLAN 上の BPDU は、タグな
しの状態で、予約済み IEEE 802.1d スパニング ツリー マルチキャスト MAC（メディア ア
クセス制御）アドレス（01-80-C2-00-00-00）に送信されます。トランクのほかのすべて
の VLAN 上の BPDU は、タグ付きの状態で、予約済み Cisco Shared Spanning Tree（SSTP）
マルチキャスト MAC アドレス（01-00-0c-cc-cc-cd）に送信されます。

 – 他社製の 802.1Q スイッチでは、すべての VLAN に対してスパニング ツリー トポロジを
定義するスパニング ツリーのインスタンス（Mono Spanning Tree [MST]）が 1 つしか維持
されません。802.1Q トランクを介してシスコ製スイッチを他社製のスイッチに接続する
と、他社製のスイッチの MST とシスコのスイッチのネイティブ VLAN スパニング ツ
リーが組み合わされて、Common Spanning Tree（CST）と呼ばれる単一のスパニング ツ
リー トポロジが形成されます。

 – シスコ製スイッチは、トランクのネイティブ VLAN 以外の VLAN にある SSTP マルチ
キャスト MAC アドレスに BPDU を送信します。したがって、他社製のスイッチではこ
れらのフレームが BPDU として認識されず、対応する VLAN のすべてのポート上でフ
ラッディングされます。他社製の 802.1Q クラウドに接続されたほかのシスコのスイッチ
は、フラッディングされたこれらの BPDU を受信します。このようにして、シスコのス
イッチは、他社製の 802.1Q スイッチ クラウドにわたって、VLAN 別のスパニング ツ
リー トポロジを維持できます。シスコのスイッチを隔てている他社製の 802.1Q クラウド
は、802.1Q トランクを介して他社製の 802.1Q クラウドに接続されたすべてのスイッチ間
の単一のブロードキャスト セグメントとして処理されます。

 – シスコのスイッチを他社製の 802.1Q クラウドに接続するすべての 802.1Q トランク上で、
ネイティブ VLAN が同じであることを確認します。

 – 他社製の特定の 802.1Q クラウドに複数のシスコのスイッチを接続する場合は、すべての
接続に 802.1Q トランクを使用する必要があります。ISL トランクまたはアクセス ポート
を介して、シスコのスイッチを他社製の 802.1Q クラウドに接続することはできません。
このように接続すると、スイッチで ISL トランク ポートまたアクセス ポートはスパニン
グ ツリーのポート ステートが「一貫しない」状態になり、ポートを介してトラフィック
が送信されなくなります。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設
定

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX におけるレイヤ 2 スイッチングの設定手順について
説明します。

 • レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定（p.13-7）
 • MAC アドレス テーブル通知の設定（p.13-8）
 • トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定（p.13-9）
 • レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定（p.13-15）
 • カスタム IEEE 802.1Q EtherType フィールド値の設定（p.13-17）

（注） インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、default interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port コマンドを使用します。

レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定

レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# shutdown （任意）設定が完了するまでトラフィック フロー
を防止するために、インターフェイスをシャット
ダウンします。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

（注） LAN ポートをレイヤ 2 ポートとして設定
するには、キーワードを指定せずに 
switchport コマンドを 1 度入力する必要が
あります。そのあとで、キーワードとと
もにさらに switchport コマンドを入力し
てください。

Router(config-if)# no switchport レイヤ 2 LAN ポートの設定を消去します。

ステップ 4 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをアクティブにします（イン
ターフェイスをシャットダウンしている場合に限
り必要）。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 
[type1 slot/port] 

インターフェイスの実行コンフィギュレーション
を表示します。

ステップ 7 Router# show interfaces [type1 slot/port] 
switchport 

インターフェイスのスイッチ ポートの設定を表
示します。

ステップ 8 Router# show interfaces [type1 slot/port] trunk インターフェイスのトランクの設定を表示しま
す。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
switchport コマンドを入力したあとのデフォルト モードは、switchport mode dynamic desirable で
す。近接ポートがトランキングをサポートし、かつトランキングを許可するように設定されてい
る場合、switchport コマンドを入力すると、リンクはレイヤ 2 トランクになります。LAN トラン
ク ポートは、デフォルトでカプセル化についてネゴシエーションします。近接ポートが ISL およ
び 802.1Q カプセル化をサポートし、かつ両方のポートがカプセル化タイプについてネゴシエー
ションするように設定されていれば、トランクは ISL カプセル化を使用します（10 ギガビット 
イーサネット ポートは ISL カプセル化をサポートしません）。

MAC アドレス テーブル通知の設定

（注） • ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

 • この機能を使って SNMP トラップ通知を送信するには、snmp-server enable mac-notification 
change コマンドを使い、グローバル MAC トラップ フラグもイネーブルにする必要がありま
す。

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースで、MAC アドレス テーブル通知機能を設定するには、次の
手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mac-address-table notification 
change [interval value] [history size]

MAC アドレス テーブルにおける動的変更の通知
送信をイネーブルにします。

（任意）変更を送信する 短の間隔を秒単位で指
定します。

（任意）履歴バッファ内のエントリ数を設定しま
す。

Router(config)# no mac-address-table notification 
change

デフォルト値に戻します（変更情報は送信されま
せん）。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# snmp trap mac-notification 
change [added | removed]

この LAN ポートに関連付けられている MAC ア
ドレスで、MAC アドレスがアドレス テーブルに
追加、またはアドレス テーブルから削除された
場合に SNMP トラップ通知をイネーブルにしま
す。

（任意）テーブルに MAC アドレスが追加された
場合のみ通知する場合は、added オプションを使
用します。テーブルから MAC アドレスが削除さ
れた場合のみ通知する場合は、removed オプショ
ンを使用します。

Router(config-if)# no snmp trap mac-notification 
change

この LAN ポートに関連付けられている MAC ア
ドレス テーブル 変更の SNMP トラップ通知を
ディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定    
通知パラメータを設定する場合、次の情報に注意してください。

 • interval value パラメータで指定できる値は、0 秒（即時）～ 2,147,483,647 秒です。デフォル
トは 1 秒です。

 • history size パラメータで設定できる値は、0 エントリから 500 エントリまでです。デフォル
トは 1 エントリです。

次に、ファスト イーサネット ポート 5/7 および 5/8 上のアドレスの MAC アドレス テーブルへの
動的な追加に関する SNMP 通知を設定する方法の例を示します。変更の通知は、5 秒以下の間隔
で送信されます。変更回数 25 回までが保存され、この間隔で送信されます。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mac-address-table notification change interval 5 history 25 
Router(config)# interface fastethernet 5/7 
Router(config-if)# snmp trap mac-notification change added
Router(config-if)# end 
Router(config)# interface fastethernet 5/8 
Router(config-if)# snmp trap mac-notification change added
Router(config-if)# end 
Router# exit

トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定

ここでは、レイヤ 2 スイッチング ポートをトランクとして設定する手順について説明します。

 • ISL または 802.1Q トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定（p.13-9）
 • DTP を使用するためのレイヤ 2 トランクの設定（p.13-10）
 • DTP を使用しないようにするためのレイヤ 2 トランクの設定（p.13-11）
 • アクセス VLAN の設定（p.13-11）
 • 802.1Q ネイティブ VLAN の設定（p.13-12）
 • トランク上で許容される VLAN のリストの設定（p.13-12）
 • プルーニング適格 VLAN のリストの設定（p.13-13）
 • トランクの設定の完了（p.13-14）
 • レイヤ 2 トランクの設定の確認（p.13-14）
 • 設定および確認の例（p.13-14）

ISL または 802.1Q トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定

（注） • ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

ステップ 5 Router# show mac-address-table notification この機能がイネーブルになっているかどうか、通
知間隔、および履歴テーブルの 大サイズを表示
します。履歴テーブルの内容を表示します。

ステップ 6 Router# show mac-address-table notification 
[type slot/port]

特定のインターフェイスのインターフェイス固有
のフラグを表示します。スロットとポートが特定
されていない場合は、すべてのインターフェイス
のフラグが表示されます。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
 • キーワードを指定せずに switchport コマンドを入力した場合（前のセクションの ステップ 
3）、デフォルト モードは switchport mode dynamic desirable と switchport trunk encapsulation 
negotiate です。

レイヤ 2 スイッチング ポートを ISL または 802.1Q トランクとして設定するには、次の作業を行
います。

レイヤ 2 スイッチング ポートを ISL または 802.1Q トランクとして設定する際、次の作業情報に
注意してください。

 • switchport mode trunk コマンド（「DTP を使用しないようにするためのレイヤ 2 トランクの設
定」[p.13-11] を参照）は、switchport trunk encapsulation negotiate コマンドとは互換性があ
りません。

 • switchport mode trunk コマンドを使用できるようにするには、ISL または 802.1Q としてカプ
セル化を設定する必要があります。

 • 次のスイッチング モジュールは、ISL カプセル化をサポートしません。

 – WS-X6502-10GE 

 – WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6548-GE-45AF
 – WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX、WS-X6148-GE-45AF

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

DTP を使用するためのレイヤ 2 トランクの設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

DTP を使用するようにレイヤ 2 トランクを設定するには、次の作業を行います。

DTP を使用するようにレイヤ 2 トランクを設定する際、次の情報に注意してください。

 • インターフェイスがレイヤ 2 アクセス ポートの場合、またはトランキング モードを指定する
場合に限り必須です。

 • トランキング モードの詳細については、表 13-2（p.13-4）を参照してください。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport trunk encapsulation 
{isl | dot1q | negotiate} 

（任意）カプセル化を設定して、レイヤ 2 スイッチング 
ポートを ISL または 802.1Q トランクとして設定します。

Router(config-if)# no switchport trunk encapsulation デフォルトのトランク カプセル化モード（negotiate）に
戻します。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport mode dynamic {auto | 
desirable} 

（任意）DTP を使用するようにトランクを設定します。

Router(config-if)# no switchport mode デフォルトのトランク トランキング モード（switchport 
mode dynamic desirable）に戻します。
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（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

DTP を使用しないようにするためのレイヤ 2 トランクの設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

DTP を使用しないようにレイヤ 2 トランクを設定するには、次の作業を行います。

DTP を使用しないようにレイヤ 2 トランクを設定する際、次の情報に注意してください。

 • switchport mode trunk コマンドを入力する前に、カプセル化を設定する必要があります
（「ISL または 802.1Q トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」[p.13-9] を参
照）。

 • switchport nonegotiate コマンドを使用できるようにするには、switchport mode trunk コマン
ドを入力する必要があります。

 • switchport mode dynamic trunk コマンドを入力します。トランキング モードの詳細について
は、表 13-2（p.13-4）を参照してください。

 • switchport nonegotiate コマンドを入力する前にカプセル化を設定し（「ISL または 802.1Q ト
ランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」[p.13-9] を参照）、switchport mode 
trunk コマンドを使用して無条件にポートをトランクに設定する必要があります（「DTP を使
用するためのレイヤ 2 トランクの設定」[p.13-10] を参照）。

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

アクセス VLAN の設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-if)# switchport mode trunk （任意）無条件にポートをトランクに設定します。

Router(config-if)# no switchport mode デフォルトのトランク トランキング モード
（switchport mode dynamic desirable）に戻します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport nonegotiate （任意）DTP を使用しないようにトランクを設定
します。

Router(config-if)# no switchport nonegotiate ポート上で DTP をイネーブルにします。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
アクセス VLAN を設定するには、次の作業を行います。

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

802.1Q ネイティブ VLAN の設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

802.1Q ネイティブ VLAN を設定するには、次の作業を行います。

ネイティブ VLAN を設定する際、次の情報に注意してください。

 • vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。表 17-1 [p.17-2] を参照）。

 • アクセス VLAN がネイティブ VLAN として自動的に使用されることはありません。

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

トランク上で許容される VLAN のリストの設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport access vlan vlan_ID （任意）インターフェイスがトランキングを停止した場合
に使用するアクセス VLAN を設定します。vlan_ID の値
は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。表 17-1 
[p.17-2] を参照）。

（注） VLAN のロックがイネーブルになっている場合
は、VLAN の番号の代わりに VLAN の名前を入力
します。詳細については、「VLAN ロック」

（p.17-9）を参照してください。

Router(config-if)# no switchport access vlan デフォルト値に戻します（VLAN 1）。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport trunk native vlan 
vlan_ID 

（任意）802.1Q ネイティブ VLAN を設定します。

（注） VLAN のロックがイネーブルになっている場合
は、VLAN の番号の代わりに VLAN の名前を入力
します。詳細については、「VLAN ロック」

（p.17-9）を参照してください。

Router(config-if)# no switchport trunk native vlan デフォルト値に戻します（VLAN 1）。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定    
トランク上で許容される VLAN のリストを設定するには、次の作業を行います。

トランク上で許容される VLAN のリストを設定する際、次の情報に注意してください。

 • vlan パラメータは、1 ～ 4094 の範囲の単一の VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号（小さい
番号が先、ダッシュで区切る）で指定する VLAN 範囲です。カンマで区切った vlan パラメー
タの間、またはダッシュで指定した範囲の間には、スペースを入れないでください。

 • VLAN のロックがイネーブルになっている場合は、VLAN の番号の代わりに VLAN の名前を
入力します。VLAN の名前の範囲を入力する場合は、VLAN の名前とダッシュの間にスペー
スを入力してください。

 • デフォルトでは、すべての VLAN が許可されます。

 • VLAN 1 を削除できます。トランクから VLAN 1 を削除した場合も、トランク インターフェ
イスは VLAN 1 の Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）、VTP、Port 
Aggregation Protocol（PAgP）、DTP などの管理トラフィックを引き続き送受信します。

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

プルーニング適格 VLAN のリストの設定

（注） ここに記載された作業を実行する前に、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN ポートの設定」
（p.13-7）の手順を実行します。

レイヤ 2 トランクでプルーニング適格 VLAN のリストを設定するには、次の作業を行います。

トランク上で許容されるプルーニング適格 VLAN のリストを設定する際、次の情報に注意してく
ださい。

 • vlan パラメータは、1 ～ 4094 の範囲の単一の VLAN 番号（予約済み VLAN を除く。表 17-1 
[p.17-2]  を参照）、または 2 つの VLAN 番号（小さい番号が先、ダッシュで区切る）で指定す
る VLAN 範囲です。カンマで区切った vlan パラメータの間、またはダッシュで指定した範囲
の間には、スペースを入れないでください。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport trunk allowed vlan {add 
| except | none | remove} vlan [,vlan[,vlan[,...]] 

（任意）トランク上で許容される VLAN のリストを設定
します。

（注） VLAN のロックがイネーブルになっている場合
は、VLAN の番号の代わりに VLAN の名前を入力
します。詳細については、「VLAN ロック」

（p.17-9）を参照してください。

Router(config-if)# no switchport trunk allowed vlan デフォルト値に戻します（すべての VLAN を許容）。

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport trunk pruning vlan 
{none |{{add | except | remove} 
vlan[,vlan[,vlan[,...]]}} 

（任意）トランクでプルーニング適格 VLAN のリストを
設定します（「VTP プルーニングの概要」[p.16-3] を参
照）。

Router(config-if)# no switchport trunk pruning vlan デフォルト値に戻します（すべての VLAN がプルーニン
グ適格）。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
 • デフォルトでは、プルーニングが許容される VLAN のリストには、すべての VLAN が含まれ
ます。

 • VTP 透過モードのネットワーク装置は、VTP Join メッセージを送信しません。VTP 透過モー
ドのネットワーク装置にトランク接続されている場合は、透過モード ネットワーク装置に
よって使用される VLAN、またはプルーニング不適格として透過モード ネットワーク装置全
体に伝送する必要がある VLAN を設定します。

（注） ここに記載された作業を実行したあとで、「トランクの設定の完了」（p.13-14）の手順を実行しま
す。

トランクの設定の完了

レイヤ 2 トランクの設定を完了するには、次の作業を行います。

レイヤ 2 トランクの設定の確認

レイヤ 2 トランクの設定を確認するには、次の作業を行います。

設定および確認の例

次に、ポート FastEthernet 5/8 を 802.1Q トランクとして設定する例を示します。この例では、近
接ポートが 802.1Q トランキングをサポートするように設定されていることを前提としています。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/8 
Router(config-if)# shutdown 
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport mode dynamic desirable 
Router(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)# end 
Router# exit 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface fastethernet 5/8 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをアクティブにします（イン
ターフェイスをシャットダウンしている場合に限
り必要）。

ステップ 2 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show running-config interface type1 
slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

インターフェイスの実行コンフィギュレーション
を表示します。

ステップ 2 Router# show interfaces [type1 slot/port] 
switchport 

インターフェイスのスイッチ ポートの設定を表
示します。

ステップ 3 Router# show interfaces [type1 slot/port] trunk インターフェイスのトランクの設定を表示しま
す。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定    
Building configuration...
Current configuration:
!
interface FastEthernet5/8
 no ip address
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
end

Router# show interfaces fastethernet 5/8 switchport 
Name: Fa5/8
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Enabled
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: ALL

Router# show interfaces fastethernet 5/8 trunk 

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa5/8     desirable    n-802.1q       trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa5/8 1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa5/8 1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa5/8 1-6,10,20,50,100,152,200,300,303-305,349-351,400,500,521,524,570,801-8
02,850,917,999,1002-1005

Router# 

レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェイスの設定

（注） 存在しない VLAN に LAN ポートを割り当てると、VLAN データベースにその VLAN を作成する
まで、LAN ポートはシャットダウンされます（「イーサネット VLAN の作成または変更」
[p.17-10] を参照）。

LAN ポートをレイヤ 2 アクセス ポートとして設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# shutdown （任意）設定が完了するまでトラフィック フ
ローを防止するために、インターフェイスを
シャットダウンします。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
次に、ポート FastEthernet 5/6 を VLAN 200 のアクセス ポートとして設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/6 
Router(config-if)# shutdown 
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport mode access 
Router(config-if)# switchport access vlan 200 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)# end 
Router# exit 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface fastethernet 5/6 
Building configuration...

ステップ 3 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定
します。

（注） LAN ポートをレイヤ 2 ポートとして設
定するには、キーワードを指定せずに 
switchport コマンドを 1 度入力する必
要があります。そのあとで、キーワー
ドとともにさらに switchport コマンド
を入力してください。

ステップ 4 Router(config-if)# no switchport レイヤ 2 LAN ポートの設定を消去します。

ステップ 5 Router(config-if)# switchport mode access LAN ポートをレイヤ 2 アクセス ポートとして
設定します。

Router(config-if)# no switchport mode デフォルトのモード（switchport mode 
dynamic desirable）に戻します。

ステップ 6 Router(config-if)# switchport access vlan vlan_ID LAN ポートを VLAN に入れます。vlan_ID の
値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。
表 17-1 [p.17-2] を参照）。

（注） VLAN のロックがイネーブルになって
いる場合は、VLAN の番号の代わりに 
VLAN の名前を入力します。詳細につ
いては、「VLAN ロック」（p.17-9）を
参照してください。

Router(config-if)# no switchport access vlan デフォルトのアクセス VLAN に戻します
（VLAN 1）。

ステップ 7 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをアクティブにします（イ
ンターフェイスをシャットダウンしている場
合に限り必要）。

ステップ 8 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 9 Router# show running-config interface 
[type1 slot/port] 

インターフェイスの実行コンフィギュレー
ションを表示します。

ステップ 10 Router# show interfaces [type1 slot/port] switchport インターフェイスのスイッチ ポートの設定を
表示します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定    
!
Current configuration:
interface FastEthernet5/6
 no ip address
 switchport access vlan 200
 switchport mode access
end

Router# show interfaces fastethernet 5/6 switchport 
Name: Fa5/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Enabled
Access Mode VLAN: 200 (VLAN0200)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: ALL

Router# 

カスタム IEEE 802.1Q EtherType フィールド値の設定 
802.1Q タグ付きまたは 802.1p タグ付きフレームの標準 0x8100 EtherType フィールド値を使用しな
いネットワーク装置をサポートするように、ポートでカスタム EtherType フィールド値を設定で
きます。

EtherType フィールドのカスタム値を設定するには、次の作業を行います。

カスタム EtherType フィールド値を設定する場合、次の情報に注意してください。

 • カスタム EtherType フィールド値を使用するには、ネットワーク上のトラフィック パス内の
ネットワーク装置すべてがカスタム EtherType フィールド値をサポートする必要があります。

 • トランク ポート、アクセス ポート、トンネル ポート上のカスタム EtherType フィールド値を
設定できます。

 • EtherChannel のメンバー ポート上のカスタム EtherType フィールド値を設定できます。

 • ポート チャネル インターフェイス上のカスタム EtherType フィールド値は設定できません。

 • ポートごとに、EtherType フィールド値 1 つのみをサポートします。カスタム EtherType 
フィールド値で設定されたポートでは、他の EtherType フィールド値を持つフレームはタグ
付きフレームとして認識されません。たとえば、カスタム EtherType フィールド値で設定さ
れたトランク ポートでは、802.1Q タグ付きフレームの標準 0x8100 EtherType フィールド値は
認識されず、このフレームが属する VLAN にフレームを配置できません。

注意 カスタム EtherType フィールド値で設定されたポートは、他の EtherType フィールド値を持つフ
レームをタグなしのフレームとみなします。カスタム EtherType フィールド値を持つトランク 
ポートは、他の EtherType フィールド値を持つフレームをネイティブ VLAN に配置します。カス

コマンド 目的

Router(config-if)# switchport dot1q ethertype value ポートの 802.1Q EtherType フィールド値を設定します。

Router(config-if)# no switchport dot1q ethertype デフォルトの 802.1Q EtherType フィールド値（0x8100）
に戻します。
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レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定
タム EtherType フィールド値を持つアクセス ポートまたはトンネル ポートは、他の EtherType 
フィールド値を持つフレームをアクセス VLAN に配置します。カスタム EtherType フィールド値
を正しく設定しないと、フレームは間違った VLAN に配置される場合があります。

 • カスタム IEEE 802.1Q EtherType フィールド値をサポートするモジュールのリストについて
は、『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later Releases』を参照してください。

次に、EtherType フィールド値を 0x1234 に設定する例を示します。

Router (config-if)# switchport dot1q ethertype 1234
Router (config-if)#
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Flex Link の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Flex Link を設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • Flex Link の概要（p.14-1）
 • Flex Link の設定（p.14-2）
 • Flex Link のモニタリング（p.14-3）

Flex Link の概要
Flex Link は、レイヤ 2 インターフェイス（ポートまたはポート チャネル）のペアで、1 つのイン
ターフェイスがもう一方のインターフェイスのバックアップとして機能するように設定されてい
ます。一般的にカスタマーが Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）を実
行したくないサービス プロバイダー ネットワークまたは企業ネットワーク内に設定されます。
また、Flex Link は、STP の代わりとなるリンクレベルの冗長性を提供します。STP は、Flex Link 
インターフェイスで自動的にディセーブルになります。

Flex Link 機能を設定するには、1 つのレイヤ 2 インターフェイスをプライマリとするリンクのス
タンバイ リンクとして設定します。インターフェイスのペアに Flex Link を設定すると、1 つのイ
ンターフェイスのみがリンク アップ ステートになって、トラフィックを転送します。プライマ
リ リンクがシャットダウンすると、スタンバイ リンクがトラフィックの転送を開始します。非
アクティブなリンクが再びアップすると、これがスタンバイ モードになります。

図 14-1 では、アップリンク スイッチ B および C に、スイッチ A のポート 1 およびポート 2 が接
続されています。これらは Flex Link として設定されているため、1 つのインターフェイスのみが
トラフィックを転送し、もう一方はスタンバイ モードになっています。ポート 1 がアクティブ 
リンクの場合、ポート 1 とスイッチ B との間でトラフィックの転送が開始され、ポート 2（バッ
クアップ リンク）とスイッチ C との間ではトラフィックは転送されません。ポート 1 がダウンし
た場合、ポート 2 がアップになりスイッチ C へのトラフィックの転送を開始します。ポート 1 が
再びアップすると、これがスタンバイ モードになり、トラフィックの転送は行いません。ポート 
2 が引き続きトラフィックを転送します。
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Flex Link の設定
図 14-1 Flex Link の設定例

プライマリ（転送）リンクがダウンすると、トラップがこれをネットワーク管理ステーションに
通知します。スタンバイ リンクがダウンすると、トラップはユーザに通知します。

Flex Link は レイヤ 2 ポートとポート チャネルでのみサポートされ、VLAN やレイヤ 3 ポートでは
サポートされません。

Flex Link の設定
ここでは、次の設定情報について説明します。

 • Flex Link のデフォルト設定（p.14-2）
 • Flex Link 設定時の注意事項および制約事項（p.14-2）
 • Flex Link の設定（p.14-3）

Flex Link のデフォルト設定

Flex Link にはデフォルト設定がありません。

Flex Link 設定時の注意事項および制約事項

Flex Link を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • アクティブ リンクに設定できる Flex Link バックアップ リンクは 1 つのみで、アクティブ イ
ンターフェイスとは異なるインターフェイスでなければなりません。

 • インターフェイスは 1 つの Flex Link ペアにのみ属します。1 つのインターフェイスがバック
アップ リンクになることができるのは、1 つのアクティブ リンクに対してのみです。アク
ティブ リンクは別の Flex Link ペアに属することはできません。

 • どのリンクも EhterChannel に属しているポートになることはできません。ただし、2 つの
ポート チャネル（EtherChannel 論理インターフェイス）を Flex Link として設定でき、1 つの
ポート チャネルと物理インターフェイスを Flex Link として設定できます。この場合、ポー
ト チャネルまたは物理インターフェイスのいずれかをアクティブ リンクとします。

 • バックアップ リンクはアクティブ リンクと同じタイプ（FastEthernet、ギガビット イーサ
ネット、またはポートチャネル）である必要はありません。ただし、スタンバイ リンクがア
クティブになった場合にループが発生したり処理が変更されたりしないように、両方の Flex 
Link を同様の特性で設定する必要があります。

 • STP は、Flex Link ポートでディセーブルになります。STP がスイッチでディセーブルの場合、
ネットワーク トポロジでレイヤ 2 ループが存在していないことを確認してください。

 • Flex Link ポートやリンクが接続するポートに STP 機能（PortFast、BPDU ガードなど）を設定
しないでください。

A

B
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C
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Flex Link のモニタリング  
Flex Link の設定

Flex Link を設定する手順は、次のとおりです。

次に、バックアップ インターフェイスを持つインターフェイスを設定し、その設定を確認する例
を示します。

Router# configure terminal 
Router(conf)# interface fastethernet1/1
Router(conf-if)# switchport backup interface fastethernet1/2
Router(conf-if)# exit
Router# show interface switchport backup
Router Backup Interface Pairs:

Active Interface        Backup Interface        State
------------------------------------------------------------------------------------------
FastEthernet1/1         FastEthernet1/2       Active Up/Backup Standby
FastEthernet1/3         FastEthernet2/4       Active Up/Backup Standby
Port-channel1           GigabitEthernet7/1    Active Up/Backup Standby

Flex Link のモニタリング
表 14-1 に、Flex Link 設定を監視するための特権 EXEC コマンドを示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(conf)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

レイヤ 2 インターフェイスを指定します。

ステップ 3 Router(conf-if)# switchport backup interface 
{{type1 slot/port} | {port-channel number}} 

Flex Link ペアの一部としてインターフェイスを
設定します。

ステップ 4 Router(conf-if)# exit コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show interface [{type1 slot/port} | 
{port-channel number}] switchport backup

設定を確認します。

ステップ 6 Router# copy running-config startup config （任意）エントリをスイッチのスタートアップ コ
ンフィギュレーション ファイルに保存します。

表 14-1 Flex Link のモニタリング コマンド

コマンド 目的

show interface [{type1 slot/port} | {port-channel 
number}] switchport backup

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

インターフェイスに設定されている Flex Link バックアッ
プ インターフェイスを表示するか、スイッチに設定され
ているすべての Flex Link、アクティブ インターフェイス
およびバックアップ インターフェイスのステート（アッ
プまたはスタンバイ モード）を表示します。
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Flex Link のモニタリング
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EtherChannel の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX のレイヤ 2 またはレイヤ 3 LAN ポートに 
EtherChannel を設定する方法について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • EtherChannel の概要（p.15-1）
 • EtherChannel 機能の設定時の注意事項および制約事項（p.15-5）
 • EtherChannel の設定（p.15-7）

EtherChannel の概要 
ここでは、EtherChannel の機能について説明します。

 • EtherChannel 機能の概要（p.15-1）
 • EtherChannel 設定の概要（p.15-2）
 • ポート チャネル インターフェイスの概要（p.15-5）
 • LACP の 1:1 冗長性の概要（p.15-4）
 • ロード バランシングの概要（p.15-5）

EtherChannel 機能の概要

EtherChannel は、個々のイーサネット リンクを 1 つの論理リンクにバンドルすることによって、
大 8 つの物理リンクを合計した帯域幅を提供します。

Cisco IOS Software Release 12.2SX は、 大 128 の EtherChannel をサポートします。任意のスイッ
チング モジュール上の（設定に互換性のある）LAN ポートを 8 つまで使用して、1 つの 
EtherChannel を形成できます。各 EtherChannel の LAN ポートは、すべて同じ速度で、レイヤ 2 
ポートまたはレイヤ 3 LAN ポートのどちらか一方として設定されている必要があります。

（注） スイッチに接続するネットワーク装置によって、1 つの EtherChannel にバンドルできるポート数
が制限される場合があります。
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EtherChannel の概要
EtherChannel 内のセグメントで障害が発生すると、障害リンク上でそれまで伝送されていたトラ
フィックがその EtherChannel 内の残りのセグメントに切り替えられます。障害が発生した場合、
EtherChannel 機能はスイッチ、EtherChannel、および障害リンクを識別するトラップを送信しま
す。EtherChannel の 1 つのセグメントに着信したブロードキャストおよびマルチキャスト パケッ
トが、EtherChannel の別のセグメントに戻されることはありません。

EtherChannel 設定の概要

ここでは、EtherChannel を設定する手順について説明します。

 • EtherChannel の設定の概要（p.15-2）
 • EtherChannel の手動設定（p.15-3）
 • PAgP による EtherChannel 設定（p.15-3）
 • IEEE 802.3ad LACP による EtherChannel の設定（p.15-3）

EtherChannel の設定の概要

EtherChannel を形成するには、EtherChannel を手動で設定するか、Port Aggregation Control Protocol
（PAgP）または Link Aggregation Control Protocol（LACP）を使用します。EtherChannel プロトコル
を使用すると、接続先のネットワーク装置とダイナミックにネゴシエーションを行うことによ
り、同様な特性を持つポートが EtherChannel を形成できます。PAgP はシスコ システムズ独自の
プロトコルであり、LACP は IEEE 802.3ad で定義されたプロトコルです。

PAgP および LACP はお互いに相互運用しません。PAgP を使用するように設定されたポートは、
LACP を使用するように設定されたポートと EtherChannel を形成できません。LACP を使用する
ように設定されたポートは、PAgP を使用するように設定されたポートと EtherChannel を形成で
きません。どちらのポートも、手動で設定したポートとは相互運用しません。

表 15-1 に、ユーザ側で設定変更可能な 3 つの EtherChannel モードを示します。

表 15-1 EtherChannel のモード 

モード 説明

on LAN ポートを無条件かつ強制的にチャネル化するモード。on モードでは、on モー
ドの LAN ポート グループが、on モードの別の LAN ポート グループに接続されてい
る場合にのみ、使用可能な EtherChannel が存在します。on モードで設定されたポー
トはネゴシエーションを行わないため、ポート間にネゴシエーション トラフィック
は発生しません。EtherChannel プロトコルでは、on モードを設定できません。一方
の端が on を使用している場合は、もう一方の端も on を使用している必要がありま
す。

auto PAgP モード。LAN ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポート
は受信した PAgP パケットには応答しますが、PAgP ネゴシエーションは開始しませ
ん（デフォルト）。

desirable PAgP モード。LAN ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポー
トは PAgP パケットを送信して、他の LAN ポートとのネゴシエーションを開始しま
す。

passive LACP モード。ポートをパッシブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは受
信した LACP パケットには応答しますが、LACP ネゴシエーションは開始しません
（デフォルト）。

active LACP モード。ポートをアクティブ ネゴシエーション ステートにします。ポートは 
LACP パケットを送信して、他のポートとのネゴシエーションを開始します。
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EtherChannel の概要 
EtherChannel の手動設定

手動設定された EtherChannel ポートは、EtherChannel プロトコル パケットを交換しません。手動
設定された EtherChannel が形成されるのは、EtherChannel 内のすべてのポート設定に互換性があ
る場合だけです。

PAgP による EtherChannel 設定

PAgP を使用すると、LAN ポート間で PAgP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動
的に作成できます。PAgP パケットが交換されるのは、auto モードおよび desirable モードのポー
ト間に限られます。

このプロトコルは、LAN ポート グループの機能をダイナミックに学習し、他の LAN ポートに通
知します。PAgP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、これらのリンクを 
1 つの EtherChannel としてまとめます。作成された EtherChannel は、単一ブリッジ ポートとして
スパニング ツリーに追加されます。

auto モードおよび desirable モードでは、PAgP は LAN ポート間でネゴシエーションを行い、
ポート速度、トランキング ステートなどの一定の基準に従って EtherChannel を形成できるかどう
かを判別します。レイヤ 2 EtherChannel は VLAN 番号も使用します。

LAN ポート間で PAgP モードが異なっていても、モードが矛盾しないかぎり EtherChannel を形成
できます。次に、例を示します。

 • desirable モードの LAN ポートは、desirable モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成
できます。

 • desirable モードの LAN ポートは、auto モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成でき
ます。

 • auto モードの LAN ポートは、どちらのポートもネゴシエーションを開始しないので、auto 
モードの別の LAN ポートとは EtherChannel を形成できません。

IEEE 802.3ad LACP による EtherChannel の設定

LACP では、LAN ポート間で LACP パケットを交換することによる、EtherChannel の自動作成を
サポートしています。LACP パケットが交換されるのは、passive モードおよび active モードの
ポート間に限られます。

このプロトコルは、LAN ポート グループの機能をダイナミックに学習し、他の LAN ポートに通
知します。LACP は、正確に一致しているイーサネット リンクを識別すると、これらのリンクを 
1 つの EtherChannel としてまとめます。作成された EtherChannel は、単一ブリッジ ポートとして
スパニング ツリーに追加されます。

passive モードおよび active モードでは、LACP は LAN ポート間でネゴシエーションを行い、
ポート速度、トランキング ステートなどの一定の基準に従って EtherChannel を形成できるかどう
かを判別します。レイヤ 2 EtherChannel は VLAN 番号も使用します。

LAN ポート間で LACP モードが異なっていても、モードが矛盾しないかぎり EtherChannel を形成
できます。次に、例を示します。

 • active モードの LAN ポートは、active モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成できま
す。

 • active モードの LAN ポートは、passive モードの別の LAN ポートと EtherChannel を形成でき
ます。

 • passive モードの LAN ポートは、どちらのポートもネゴシエーションを開始しないので、
passive モードの別の LAN ポートとは EtherChannel を形成できません。
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EtherChannel の概要
LACP では次のパラメータを使用します。

 • LACP システム プライオリティ — LACP が稼働しているスイッチごとに LACP システム プラ
イオリティを設定する必要があります。システム プライオリティは自動設定、または 
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）から設定できます（「LACP 
のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定」[p.15-10] を参照）。LACP はシステム 
ID を形成するために、システム プライオリティとスイッチの MAC（メディア アクセス制
御）アドレスを使用します。また、他のシステムとのネゴシエーション中にもこれらを使用
します。

（注） LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値とスイッチの MAC アドレ
スを組み合わせたものです。

 • LACP ポート プライオリティ — LACP を使用するように設定されたポートごとに、LACP 
ポート プライオリティを設定する必要があります。ポート プライオリティは自動設定、また
は CLI から設定できます（「チャネル グループの設定」[p.15-8] を参照）。LACP はポート プ
ライオリティとポート番号を使用してポート ID を形成します。ハードウェアの制限により
互換性のあるすべてのポートを集約できない場合、LACP はポート プライオリティを使用し
て、スタンバイ モードにする必要があるポートを決定します。

 • LACP 管理キー — LACP は、LACP を使用するように設定されたポートごとに、チャネル グ
ループ ID 番号と同じ管理キー値を自動的に設定します。管理キーは、他のポートと集約さ
れるポートの機能を定義します。他のポートと集約されるポート機能は、次の要因によって
決まります。

 – データ レート、デュプレックス機能、ポイントツーポイント型や共有型メディアなどの
ポートの物理特性

 – ユーザが作成した設定に関する制限事項

LACP を使用するように設定されたポート上で、LACP は EtherChannel 内の互換性のあるポート
の 大数を、ハードウェアで許容されている 大数（8 ポート）以下の値で設定しようとします。
互換性のあるすべてのポートを LACP が集約できない場合（たとえば、リモート システムのハー
ドウェア制限が厳しい場合）、チャネルにアクティブに追加できないすべてのポートはホット ス
タンバイ ステートになり、チャネル ポートのいずれかに障害が発生した場合のみ使用されます。
さらに 8 つのスタンバイ ポートを設定できます（EtherChannel には合計 16 のポートが関連付けら
れます）。

LACP の 1:1 冗長性の概要

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、LACP の 1:1 冗長性機能により、1 つのアクティブ リ
ンクを備えた EtherChannel 設定と、ホットスタンバイ リンクへの高速スイッチオーバーが実現し
ます。

LACP の 1:1 冗長性を使用するには、2 つのポート（1 つはアクティブ、もう 1 つはスタンバイ）
で LACP EtherChannel を設定します。アクティブ リンクがダウンしても、EtherChannel はアップ
状態のままで、ホット スタンバイ リンクへの高速スイッチオーバーが実行されます。障害が発
生したリンクが運用可能な状態に戻った場合、EtherChannel によって再度高速スイッチオーバー
が実行され、元のアクティブ リンクに復帰します。

LACP 1:1 冗長性機能（特に高速スイッチオーバー機能）が正しく機能するためには、リンクの
両方の端で機能をイネーブルにしておく必要があります。
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EtherChannel 機能の設定時の注意事項および制約事項 
ポート チャネル インターフェイスの概要

各 EtherChannel には、番号付きのポート チャネル インターフェイスが 1 つずつあります。1 ～ 
256 の番号が付けられた 大 128 のポートチャネル インターフェイスを設定できます。ポート 
チャネル インターフェイスに適用した設定の内容は、そのポート チャネル インターフェイスに
割り当てられたすべての LAN ポートに反映されます。

EtherChannel を設定すると、ポート チャネル インターフェイスに適用した設定は、EtherChannel 
に作用します。一方、LAN ポートに適用した設定は、適用先の LAN ポートだけに作用します。
EtherChannel のすべてのポートのパラメータを変更する場合は、Spanning-Tree Protocol（STP; ス
パニング ツリー プロトコル）コマンドまたはレイヤ 2 EtherChannel をトランクとして設定するコ
マンドなどのコンフィギュレーション コマンドをポート チャネル インターフェイスに適用しま
す。

ロード バランシングの概要

EtherChannel は、フレーム内のアドレスに基づいて形成されたバイナリ パターンの一部を、チャ
ネル内の 1 つのリンクを選択する数値に変換することによって、EtherChannel 内のリンク間でト
ラフィックの負荷を分散させます。

EtherChannel のロード バランシングには、MAC アドレスまたは IP アドレスを使用できます。
EtherChannel のロード バランシングにはレイヤ 4 ポート番号も使用できます。EtherChannel の
ロード バランシングには、送信元と宛先のいずれか、または送信元と宛先の両方のアドレス、ま
たはポートを使用できます。選択したモードは、スイッチ上で設定されているすべての 
EtherChannel に適用されます。EtherChannel のロード バランシングには Multiprotocol Label 
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）レイヤ 2 ポート情報も使用できます。

使用する設定で 多の種類のロード バランシング条件を提供するオプションを使用してくださ
い。たとえば、EtherChannel 上のトラフィックが 1 つの MAC アドレスにのみ送信され、かつ 
EtherChannel ロード バランシングの基準として宛先 MAC アドレスを使用している場合、
EtherChannel は常に EtherChannel 内の同じリンクを選択します。IP アドレスの送信元アドレスを
使用すると、ロード バランシングが向上することがあります。

EtherChannel 機能の設定時の注意事項および制約事項
EtherChannel インターフェイスを正しく設定しないと、ネットワーク ループなどの問題を回避す
るために、一部の EtherChannel インターフェイスが自動的にディセーブルになることがありま
す。設定に関する問題を回避するために、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • この章で説明するコマンドは、スーパーバイザ エンジンおよび冗長スーパーバイザ エンジン
のポートも含めて、すべての レイヤ 2 イーサネット ポートに対して使用できます。

 • WS-X6148-GE-TX および WS-X6148V-GE-TX スイッチング モジュールは、EtherChannel 単位
で 1 Gbps を超えるトラフィックをサポートしません。

 • EtherChannel への Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）トランキングをサポートしてい
ないメンバー ポートを追加すると、Cisco IOS ソフトウェアは、EtherChannel を ISL トランク
として設定しないように、自動的に switchport trunk encapsulation dot1q コマンドをポート
チャネル インターフェイスに追加します。EtherChannel がトランクでない場合、switchport 
trunk encapsulation dot1q コマンドが非アクティブになります。

 • 冗長スーパーバイザ エンジン上のポートも含め、すべてのモジュール上のすべてのレイヤ 2 
イーサネット ポートが、EtherChannel（ 大 8 つの LAN ポート）をサポートします。これら
の LAN ポートは、物理的に隣接している LAN ポートでなくても、また同じモジュール上の 
LAN ポートでなくてもかまいません。
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EtherChannel 機能の設定時の注意事項および制約事項
 • 同じ EtherChannel プロトコルを使用するように EtherChannel 内のすべての LAN ポートを設定
します。1 つの EtherChannel 内で 2 つの EtherChannel プロトコルを実行することはできませ
ん。

 • EtherChannel 内のすべての LAN ポートが、同じ速度および同じデュプレックス モードで動作
するように設定してください。

 • LACP は半二重をサポートしません。LACP EtherChannel 内の半二重ポートは中断ステートに
なります。

 • EtherChannel のすべての LAN ポートをイネーブルにしてください。EtherChannel 内の LAN 
ポートを 1 つシャットダウンすると、リンク障害として扱われ、そのポートのトラフィック
が EtherChannel 内の残りのポートの 1 つに転送されます。

 • LAN ポートの 1 つが Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）宛先ポー
トである場合には、EtherChannel は形成されません。

 • レイヤ 3 EtherChannel の場合は、チャネル内の LAN ポートに対してではなく、ポート チャネ
ル論理インターフェイスに対してレイヤ 3 アドレスを割り当ててください。

 • レイヤ 2 EtherChannel の場合

 – EtherChannel 内のすべての LAN ポートを同じ VLAN に割り当てるか、またはトランクと
して設定してください。

 – トランキング LAN ポートから EtherChannel を設定する場合は、すべてのトランクでトラ
ンキング モードが同じであることを確認してください。EtherChannel 内の LAN ポートを
それぞれ異なるトランク モードに設定すると、予期しない結果が生じる可能性がありま
す。

 – EtherChannel は、トランキング レイヤ 2 EtherChannel 内のすべての LAN ポートで同じ許
容範囲の VLAN をサポートします。VLAN の許容範囲が異なる場合、LAN ポートは 
EtherChannel を形成しません。

 – STP ポート パス コストが異なる LAN ポートは、設定に互換性があるかぎり、
EtherChannel を形成できます。異なる STP ポート パス コストを設定しても、LAN ポート
が EtherChannel を形成できなくなるわけではありません。

 – プロトコル フィルタリングの設定が LAN ポートで異なっている場合には、EtherChannel 
を形成できません。

 • EtherChannel の設定後は、ポート チャネル インターフェイスに適用した設定が EtherChannel 
に作用します。LAN ポートに適用した設定は、設定を適用した LAN ポートだけに作用しま
す。

 • QoS（Quality of Service）がイネーブルであれば、no mls qos channel-consistency ポートチャネ
ル インターフェイス コマンドを入力し、完全優先キューのあるポートと完全優先キューのな
いポートを持つ EtherChannel をサポートします。

注意 手動モードと PAgP モードまたは LACP モード、または EtherChannel が設定されていないポート
が混在していると、深刻なトラフィックの問題を引き起こす場合があります。たとえば、on 
モードで設定されたポートを、desirable モードで設定されたポート、または EtherChannel が設定
されていないポートに接続した場合、ブリッジ ループが発生し、ブロードキャスト ストームが
起きる可能性があります。一方の端が on を使用している場合は、もう一方の端も on を使用して
いる必要があります。
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EtherChannel の設定 
EtherChannel の設定
ここでは、EtherChannel を設定する手順について説明します。

 • レイヤ 3 EtherChannel のポート チャネル論理インターフェイスの設定（p.15-7）
 • チャネル グループの設定（p.15-8）
 • EtherChannel ロード バランシングの設定（p.15-11）
 • EtherChannel のハッシュ分散アルゴリズムの設定（p.15-12）
 • EtherChannel Min-Links 機能の設定（p.15-13）
 • LACP 1:1 冗長性の設定（p.15-13）

（注） LAN ポートが正しく設定されていることを確認してください（「EtherChannel 機能の設定時の注
意事項および制約事項」[p.15-5] を参照）。

レイヤ 3 EtherChannel のポート チャネル論理インターフェイスの設
定

（注） • レイヤ 2 EtherChannel を設定する場合は、手動で作成したポート チャネル論理インターフェ
イスにレイヤ 2 LAN ポートを追加できません。レイヤ 2 EtherChannel を設定している場合は、
ここに記載されている手順を実行しないでください（「チャネル グループの設定」[p.15-8] を
参照）。

 • レイヤ 3 EtherChannel を設定する場合は、ここに記載されたポート チャネル論理インター
フェイスを手動で作成し、レイヤ 3 LAN ポートをチャネル グループに追加する必要がありま
す（「チャネル グループの設定」[p.15-8] を参照）。

 • レイヤ 3 LAN ポートから EtherChannel に IP アドレスを移動するには、レイヤ 3 LAN ポート
から IP アドレスを削除したあとで、その IP アドレスをポート チャネル論理インターフェイ
ス上で設定する必要があります。

レイヤ 3 EtherChannel 用のポート チャネル インターフェイスを作成するには、次の作業を行いま
す。

group_number は 1 ～ 256 を指定でき、 大 128 のポートチャネル インターフェイスを作成できま
す。次に、インターフェイス Port-channel 1 を作成する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel group_number ポート チャネル インターフェイスを作成し
ます。

Router(config)# no interface port-channel group_number ポート チャネル インターフェイスを削除し
ます。

ステップ 2 Router(config-if)# ip address ip_address mask EtherChannel に IP アドレスおよびサブネッ
ト マスクを割り当てます。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 4 Router# show running-config interface port-channel 
group_number 

設定を確認します。
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EtherChannel の設定
Router# configure terminal 
Router(config)# interface port-channel 1 
Router(config-if)# ip address 172.32.52.10 255.255.255.0 
Router(config-if)# end 

次に、インターフェイス Port-channel 1 の設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface port-channel 1 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface Port-channel1
 ip address 172.32.52.10 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
end
Router#

チャネル グループの設定

（注） • レイヤ 3 EtherChannel を設定する場合は、ポート チャネル論理インターフェイスを手動で作
成してから（「レイヤ 3 EtherChannel のポート チャネル論理インターフェイスの設定」
[p.15-7] を参照）、ここに記載されているように、レイヤ 3 LAN ポートをチャネル グループに
追加する必要があります。

 • レイヤ 2 EtherChannel を設定するには、ここに記載されているように、ポート チャネル論理
インターフェイスを自動作成する channel-group コマンドを使用して、LAN ポートを設定し
ます。手動で作成したポート チャネル インターフェイスにレイヤ 2 LAN ポートを組み込む
ことはできません。

 • Cisco IOS がレイヤ 2 EtherChannel 用のポート チャネル インターフェイスを作成するには、レ
イヤ 2 LAN ポートが接続され、動作している必要があります。

チャネル グループを設定するには、LAN ポートごとに次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# no ip address この LAN ポートに IP アドレスが割り当てられて
いないことを確認します。

ステップ 3 Router(config-if)# channel-protocol (lacp | pagp} （任意）選択した LAN ポート上で、
channel-group コマンドの適用範囲を、
channel-protocol コマンドを使用して設定された 
EtherChannel プロトコルに制限します。

Router(config-if)# no channel-protocol 制限を解除します。

ステップ 4 Router(config-if)# channel-group group_number 
mode {active | auto | desirable | on | passive} 

ポート チャネル内の LAN ポートを設定し、モー
ドを指定します（表 15-1 [p.15-2] を参照）。PAgP 
は、auto および desirable モードのみをサポートし
ます。LACP は、active および passive モードのみ
をサポートします。

Router(config-if)# no channel-group チャネル グループから LAN ポートを削除しま
す。
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EtherChannel の設定 
次に、ポート FastEthernet 5/6 および 5/7 を、ポート チャネル 2、PAgP、モード desirable に設定す
る例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface range fastethernet 5/6 -7 
Router(config-if)# channel-group 2 mode desirable 
Router(config-if)# end 

（注） range キーワードの詳細については、「インターフェイスの範囲設定」（p.8-4）を参照してくださ
い。

次に、インターフェイス Port-channel 2 の設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface port-channel 2 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface Port-channel2
 no ip address
 switchport
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
end
Router# 

次に、ポート FastEthernet 5/6 の設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface fastethernet 5/6 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface FastEthernet5/6
 no ip address
 switchport
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 channel-group 2 mode desirable
end
Router# show interfaces fastethernet 5/6 etherchannel 
Port state    = Down Not-in-Bndl 
Channel group = 12          Mode = Desirable-Sl     Gcchange = 0
Port-channel  = null        GC   = 0x00000000          Pseudo port-channel = Po1
2
Port index    = 0           Load = 0x00        Protocol =   PAgP

ステップ 5 Router(config-if)# lacp port-priority 
priority_value

（任意 — LACP 用）有効な値は 1 ～ 65535 です。
値が大きいほど、プライオリティは低くなりま
す。デフォルト値は 32768 です。

Router(config-if)# no lacp port-priority デフォルト値に戻します。

ステップ 6 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Router# show running-config interface type1 
slot/port 
Router# show interfaces type1 slot/port 
etherchannel 

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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EtherChannel の設定
Flags:  S - Device is sending Slow hello.  C - Device is in Consistent state.
        A - Device is in Auto mode.        P - Device learns on physical port.
        d - PAgP is down.
Timers: H - Hello timer is running.        Q - Quit timer is running.
        S - Switching timer is running.    I - Interface timer is running.

Local information:
                                Hello    Partner  PAgP     Learning  Group
Port      Flags State   Timers  Interval Count   Priority   Method  Ifindex
Fa5/2     d     U1/S1           1s       0        128        Any      0

Age of the port in the current state: 04d:18h:57m:19s

次に、LAN ポートを設定したあとに、インターフェイス Port-channel 2 の設定を確認する例を示
します。

Router# show etherchannel 12 port-channel 
                Port-channels in the group: 
                ----------------------

Port-channel: Po12
------------

Age of the Port-channel   = 04d:18h:58m:50s
Logical slot/port   = 14/1          Number of ports = 0
GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
Port state          = Port-channel Ag-Not-Inuse 
Protocol            =   PAgP

Router# 

LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID の設定

LACP のシステム ID は、LACP システム プライオリティ値とスイッチの MAC アドレスを組み合
わせたものです。

LACP のシステム プライオリティおよびシステム ID を設定するには、次の作業を実行します。

次に、LACP のシステム プライオリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# lacp system-priority 23456
Router(config)# end 
Router(config)# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show lacp sys-id 
23456,0050.3e8d.6400
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# lacp system-priority 
priority_value

（任意 — LACP 用）有効な値は 1 ～ 65535 です。
値が大きいほど、プライオリティは低くなりま
す。デフォルト値は 32768 です。

Router(config)# no lacp system-priority デフォルト値に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show lacp sys-id 設定を確認します。
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EtherChannel の設定 
システム プライオリティが 初に表示され、次にスイッチの MAC アドレスが表示されます。

EtherChannel ロード バランシングの設定

EtherChannel ロード バランシングを設定するには、次の作業を行います。

ロード バランシング方式のキーワードの意味は、次のとおりです。

 • dst-ip — 宛先 IP アドレス

 • dst-mac — 宛先 MAC アドレス

 • dst-port — 宛先レイヤ 4 ポート

 • mpls — MPLS パケットのロード バランシング

 • src-dst-ip — 送信元および宛先 IP アドレス

 • src-dst-mac — 送信元および宛先 MAC アドレス

 • src-dst-port — 送信元および宛先レイヤ 4 ポート

 • src-ip — 送信元 IP アドレス

 • src-mac — 送信元 MAC アドレス

 • src-port — 送信元レイヤ 4 ポート

module キーワード（任意）を指定すると、ロード バランシング方式を特定のモジュールに対し
て指定できます。この機能は、DFC を装備したスイッチング モジュールでのみサポートされて
います。この機能をモジュールに設定する前に、モジュールごとのロード バランシングをグロー
バルに有効化する必要があります。

次に、送信元および宛先 IP アドレスを使用するように EtherChannel を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# port-channel load-balance src-dst-ip 
Router(config)# end 
Router(config)# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show etherchannel load-balance 
Source XOR Destination IP address
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# port-channel per-module 
load-balance

（任意）モジュール単位で、ロード バランシング
の方式を指定する機能を有効にします。

ステップ 2 Router(config)# port-channel load-balance 
{src-mac | dst-mac | src-dst-mac | src-ip | 
dst-ip | src-dst-ip | src-port | dst-port | 
src-dst-port} [module slot]

EtherChannel ロード バランシングの方式を設定し
ます。この方式はすべてのポート チャネルにグ
ローバルに適用されます。任意で、特定のモ
ジュールにロード バランシングの方式を設定す
ることもできます。

Router(config)# no port-channel load-balance デフォルトの EtherChannel ロード バランシング
に戻します。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show etherchannel load-balance 設定を確認します。
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EtherChannel の設定
EtherChannel のハッシュ分散アルゴリズムの設定

12.2(33)SXH より前のリリースでは、固定アルゴリズムと呼ばれる負荷分散アルゴリズムがサ
ポートされています。EtherChannel にポートを追加したり、EtherChannel からポートを削除した
りする場合、スイッチにより、EtherChannel 内の各ポートのポート ASIC が更新されますが、更
新時、各ポートが短時間停止します。

12.2(33)SXH 以降のリリースでは、適合アルゴリズムと呼ばれるアルゴリズムもサポートされて
います。適合アルゴリズムでは、既存のメンバー ポートに対してポート ASIC をアップデートす
る必要がありません。

デフォルトのアルゴリズムは、固定アルゴリズムです。適合アルゴリズムに対し、グローバルな
値を設定できます。また、個々のポート チャネルにアルゴリズムを指定できます。

アルゴリズムを変更した場合、変更は次のメンバー リンク イベント（link down、link up、
addition、deletion、no shutdown、および shutdown）から適用されます。アルゴリズムを変更する
コマンドを入力すると、次のメンバー リンク イベントまでコマンドが反映されないという警告
がコマンド コンソールで発行されます。

（注） 外部デバイスの中には、固定アルゴリズムが必要なものもあります。たとえば、Service Control 
Engine（SCE）では、着信パケットと発信パケットが同じポートを使用する必要があります。

ハッシュ分散アルゴリズムのグローバル設定

負荷分散型アルゴリズムをグローバルに設定するには、次の作業を行います。

次に、ハッシュ分散を適合としてグローバルに設定する例を示します。

Router(config)# port-channel hash-distribution adaptive

ポート チャネルへのハッシュ分散アルゴリズムの設定

ハッシュ分散アルゴリズムを特定のポート チャネルに設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# port-channel hash-distribution 
{adaptive | fixed}

ハッシュ分散アルゴリズムを適合または固定に
設定します。

Router(config)# {no | default} port-channel 
hash-distribution 

ハッシュ分散アルゴリズムをリセットし、デ
フォルト（固定）に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel 
channel-num

ポート チャネルに対してインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# port-channel port 
hash-distribution {adaptive | fixed}

このインターフェイスにハッシュ分散アルゴリズ
ムを設定します。

Router(config-if)# {no | default} port-channel 
port hash-distribution 

このインターフェイスのハッシュ分散アルゴリズ
ムをリセットし、デフォルト（固定）に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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EtherChannel の設定 
次に、ポート チャネル 10 に対して、ハッシュ分散アルゴリズムを適合として設定する例を示し
ます。

Router (config)# interface port-channel 10
Router (config-if)# port-channel port hash-distribution adaptive

EtherChannel Min-Links 機能の設定

EtherChannel min-links 機能は、LACP EtherChannel でサポートされています。この機能を使用する
と、リンク アップ ステートであり、かつリンク アップ ステートに移行させるためにポート チャ
ネル インターフェイスの EtherChannel にバンドルされていなければならないメンバー ポートの

小数を設定できます。EtherChannel min-links 機能を使用して低帯域幅の LACP EtherChannel を
アクティブにしないようにできます。またこの機能により、アクティブなメンバー ポートが少な
すぎて必要な 小帯域幅を供給できないような場合に、LACP EtherChannel を非アクティブにす
ることもできます。

EtherChannel min-links 機能を設定するには、次の作業を行います。

（注） EtherChannel の一端でのみ EtherChannel min-links 機能が設定されていて正常に機能していた場合
でも、 適な結果を得るためには、同じ数の 小リンクを EtherChannel の両端で設定します。

次に、EtherChannel でアクティブなメンバー ポートが 2 つ未満の場合に、ポート チャネル イン
ターフェイス 1 を非アクティブに設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface port-channel 1 
Router(config-if)# port-channel min-links 2 
Router(config-if)# end 

LACP 1:1 冗長性の設定 
LACP 1:1 冗長性機能のためには、LACP EtherChannel に 2 つのリンクが必要です。アクティブに
なるのはそのうちの一方のみです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel group_number LACP ポート チャネル インターフェイスを選
択します。

ステップ 2 Router(config-if)# port-channel min-links number リンク アップ ステートになっていて、リンク 
アップ ステートに移行させるためにポート 
チャネル インターフェイスの EtherChannel に
バンドルされていなければならないメンバー 
ポートの 小数を設定します。

Router(config-if)# no port-channel min-links デフォルトの アクティブ メンバー ポート数
（1）に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface port-channel 
group_number 
Router# show interfaces type1 slot/port etherchannel 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定を確認します。
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EtherChannel の設定
リンク 1 はリンク 2 よりポートのプライオリティを高くする必要があり、LACP の 大バンドル
は 1 に設定する必要があります。この設定により、リンク 1 がアクティブになり、リンク 2 が
ホット スタンバイ状態になります。LACP EtherChannel がアクティブ リンクでリンク アップ状態
に移行するように、LACP の 小リンクを 1 に設定します。

LACP 1:1 冗長性機能を設定するには、次の作業を行います。

（注） LACP 1:1 冗長性機能（特に高速スイッチオーバー機能）が正しく機能するためには、
EtherChannel の両方の端で機能をイネーブルにしておく必要があります。

次に、LACP EtherChannel を 1:1 冗長性に設定する例を示します。ファスト イーサネット 5/6 は、
より高いポート プライオリティが設定されているため、アクティブ リンクになっています。

Router# configure terminal 
Router# lacp system-priority 33000
Router(config)# interface range fastethernet 5/6 -7 
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active 
Router(config)# interface fastethernet 5/6 
Router(config-if)# lacp port-priority 33000
Router(config)# interface port-channel 1 
Router(config-if)# lacp fast-switchover 
Router(config-if)# lacp max-bundle 1 
Router(config-if)# port-channel min-links 1 
Router(config-if)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface port-channel group_number LACP ポート チャネル インターフェイスを選
択します。

ステップ 1 Router(config-if)# lacp fast-switchover この EtherChannel の高速スイッチオーバー機
能をイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config-if)# lacp max-bundle 1 アクティブ メンバー ポートの 大数を 1 に設
定します。

ステップ 3 Router(config-if)# port-channel min-links 1 アクティブ メンバー ポートの 小数を 1 に設
定します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show running-config interface port-channel 
group_number
Router# show interfaces type1 slot/port etherchannel 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定を確認します。
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VTP の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキ
ング プロトコル）を設定する方法について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • VTP の概要（p.16-1）
 • VTP のデフォルト設定（p.16-5）
 • VTP 設定時の注意事項および制約事項（p.16-5）
 • VTP の設定（p.16-6）

VTP の概要 
VTP はレイヤ 2 のメッセージング プロトコルであり、VTP ドメインでの VLAN（仮想 LAN）の
追加、削除、名前変更などを管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP ドメ
イン（別名、VLAN 管理ドメイン）は、同じ VTP ドメイン名を共有し、トランクで相互接続さ
れた 1 つ以上のネットワーク装置で構成されます。VTP を使用すると、VLAN 名の重複、無効な 
VLAN タイプの指定、セキュリティ違反などのさまざまな問題によって生じる不正な設定および
設定の矛盾が 小限に抑えられます。VLAN を作成する前に、ネットワークで VTP を使用する
かどうかを決定する必要があります。VTP を使用すると、1 台または複数のネットワーク装置上
で中央集約的に設定変更を行い、それらの変更を自動的にネットワーク上の他のネットワーク装
置に伝達できます。

（注） VLAN の詳しい設定手順については、第 17 章「VLAN の設定」 を参照してください。

ここでは、VTP の機能について説明します。

 • VTP ドメインの概要（p.16-2）
 • VTP モードの概要（p.16-2）
 • VTP アドバタイズメントの概要（p.16-2）
 • VTP バージョン 2 の概要（p.16-3）
 • VTP プルーニングの概要（p.16-3）
16-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html


第 16 章      VTP の設定         

VTP の概要
VTP ドメインの概要

VTP ドメイン（別名、VLAN 管理ドメイン）は、同じ VTP ドメイン名を共有し、相互接続され
た 1 つまたは複数のネットワーク装置で構成されます。1 つのネットワーク装置が所属できる 
VTP ドメインは 1 つだけです。ドメインのグローバル VLAN 設定を変更するには、
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）または SNMP（簡易ネット
ワーク管理プロトコル）を使用します。

VTP サーバ モードはデフォルトです。スイッチは、トランク リンクを介してドメインに関する
アドバタイズメントを受信するか、またはユーザが管理ドメインを設定しないかぎり、非管理ド
メイン ステートのままです。

スイッチが、トランク リンクを介して VTP アドバタイズメントを受信した場合、管理ドメイン
名および VTP 設定のリビジョン番号を継承します。スイッチは、別の管理ドメイン名または古
い設定のリビジョン番号が指定されたアドバタイズメントについては無視します。

スイッチを VTP 透過として設定した場合、VLAN の作成および変更は可能ですが、その変更が
適用されるのは個々のスイッチに限られます。

VTP サーバ上の VLAN 設定を変更すると、その変更は VTP ドメイン内のすべてのネットワーク
装置に伝播されます。VTP アドバタイズメントはトランク接続すべてに送信されます。

VTP は、一意の名前と内部インデックスの対応によって、複数の LAN タイプに対して VLAN を
ダイナミックにマッピングします。このマッピングにより、ネットワーク管理者が装置を管理す
るための作業負担が大幅に軽減されます。

VTP モードの概要

次のいずれかの VTP モードを設定できます。

 • サーバ — VTP サーバ モードでは、VLAN の作成、変更、および削除を行うことができます。
また、VTP ドメイン全体に対して他の設定パラメータ（VTP バージョン、VTP プルーニング
など）を指定できます。VTP サーバは、同一 VTP ドメイン内の他のネットワーク装置に、
VLAN 設定をアドバタイズし、トランク リンクを介して受信したアドバタイズメントに基づ
いて、VLAN 設定を他のネットワーク装置と同期化します。VTP サーバがデフォルトのモー
ドです。

 • クライアント — VTP クライアントは、VTP サーバと同様に動作しますが、VTP クライアン
ト上で VLAN の作成、変更、または削除を行うことはできません。

 • 透過的 — VTP 透過ネットワーク装置は、VTP に関与しません。VTP 透過ネットワーク装置
は、VLAN 設定をアドバタイズせず、受信したアドバタイズメントに基づいて同期化するこ
ともありません。ただし VTP バージョン 2 では、透過ネットワーク装置は、トランキング 
LAN ポートから受信した VTP アドバタイズメントを転送します。

 • オフ — VTP オフ モードでは、ネットワーク装置は VTP 透過の装置と同様に機能しますが、
VTP アドバタイズメントの転送は行いません。

（注） VTP サーバ モードは、NVRAM（不揮発性 RAM）に設定を書き込むときにスイッチが障害を検
出すると、自動的に VTP サーバ モードから VTP クライアント モードに切り替わります。この場
合、NVRAM が正常に動作するまで、スイッチを VTP サーバ モードに戻すことはできません。

VTP アドバタイズメントの概要

VTP ドメインの各ネットワーク装置は、予約されたマルチキャスト アドレスに対して、各トラ
ンキング LAN ポートからアドバタイズメントを定期的に送信します。VTP アドバタイズメント
を受信した近接ネットワーク装置は、必要に応じて各自の VTP および VLAN 設定を更新します。
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VTP の概要 
VTP アドバタイズメントでは、次のグローバル設定情報が配布されます。

 • VLAN ID（Inter Switch Link [ISL; スイッチ間リンク ] および 802.1Q）

 • エミュレート LAN 名（Asynchronous Transfer Mode [ATM; 非同期転送モード ] LAN Emulation 
[LANE; LAN エミュレーション ] 用）

 • 802.10 SAID 値（FDDI）
 • VTP ドメイン名

 • VTP 設定のリビジョン番号

 • 各 VLAN の Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送ユニット）サイズを含めた VLAN 設
定

 • フレーム形式

VTP バージョン 2 の概要

ネットワークで VTP を使用する場合は、VTP バージョン 1 またはバージョン 2 のどちらを使用す
るかを決定する必要があります。

（注） トークンリング環境で VTP を使用している場合は、バージョン 2 を使用する必要があります。

VTP バージョン 2 でサポートされる機能は、次のとおりです。バージョン 1 ではサポートされま
せん。

 • トークンリング サポート — VTP バージョン 2 は、トークンリング LAN スイッチングおよび 
VLAN（Token Ring Bridge Relay Function [TrBRF; トークンリング ブリッジ リレー機能 ] およ
び Token Ring Concentrator Relay Function [TrCRF; トークンリング コンセントレータ リレー機
能 ]）をサポートします。トークンリング VLAN の詳細については、「VLAN の概要」

（p.17-1）を参照してください。

 • 認識不能な Type-Length-Value（TLV）のサポート — VTP サーバまたはクライアントは、
TLV が解析不能であっても、設定の変更を他のトランクに伝播します。認識不能な TLV は、
NVRAM に保存されます。

 • バージョン依存型透過モード — VTP バージョン 1 の場合、VTP 透過ネットワーク装置は、
VTP メッセージの中のドメイン名およびバージョンを調べ、バージョンおよびドメイン名が
一致する場合に限ってメッセージを転送します。サポートされるドメインは 1 つだけなので、
VTP バージョン 2 は、バージョンをチェックせずに VTP メッセージを透過モードで転送しま
す。

 • 整合性検査 — VTP バージョン 2 では、CLI または SNMP を介して新しい情報が入力された場
合に限り、VLAN 整合性検査（VLAN 名、値など）を行います。VTP メッセージから新しい
情報を取得した場合、または NVRAM から情報を読み込んだ場合には、整合性検査を行いま
せん。受信した VTP メッセージのダイジェストが有効であれば、整合性検査を行わずに情報
を受け入れます。

VTP プルーニングの概要

VTP プルーニングは、ブロードキャスト パケット、マルチキャスト パケット、未知のパケット、
フラッディング ユニキャスト パケットなど、不要なフラッディング トラフィックを削減するこ
とにより、ネットワークの帯域幅を拡張します。VTP プルーニングを使用すると、トラフィック
がネットワーク装置にアクセスするために使用しなければならないトランク リンクへのフラッ
ディング トラフィックが制限されるので、使用可能な帯域幅が増えます。VTP プルーニングは、
デフォルトではディセーブルに設定されています。
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VTP の概要
VTP プルーニングを有効にするには、管理ドメイン内のすべての装置が VTP プルーニングをサ
ポートする必要があります。VTP プルーニングをサポートしない装置については、トランク上で 
VLAN を使用できるように手動で設定する必要があります。

図 16-1 に、VTP プルーニングを使用しない場合のスイッチド ネットワークを示します。ネット
ワーク スイッチ 1 のインターフェイス 1 およびスイッチ 4 のポート 2 は、Red という VLAN に割
り当てられています。スイッチ 1 に接続されたホストから、ブロードキャストが送信されます。
スイッチ 1 は、このブロードキャストをフラッディングします。Red VLAN にポートを持たない
スイッチ 3、5、6 も含めて、ネットワーク内のすべてのネットワーク装置がこのブロードキャス
トを受信します。

プルーニングの設定は、スイッチ上でグローバルに行います（「VTP プルーニングのイネーブル
化」[p.16-7] を参照）。レイヤ 2 トランキング LAN ポートにプルーニングを設定します（「トラン
クとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」[p.13-9] を参照）。

図 16-1 VTP プルーニングを使用しない場合のフラッディング トラフィック

図 16-2 は、VTP プルーニングをイネーブルにした場合の同じスイッチド ネットワークを示して
います。Red VLAN のトラフィックは指定されたリンク（スイッチ 2 のポート 5、スイッチ 4 の
ポート 4）でプルーニングされるので、スイッチ 1 からのブロードキャスト トラフィックは、ス
イッチ 3、5、6 には転送されません。
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VTP のデフォルト設定 
図 16-2 VTP プルーニングを使用した場合のフラッディング トラフィック

VTP サーバで VTP プルーニングをイネーブルにすると、管理ドメイン全体でプルーニングが有
効になります。VTP プルーニングは、イネーブルにしてから数秒後に有効になります。デフォル
トでは、VLAN 2 ～ 1000 がプルーニング適格です。VTP プルーニング不適格の VLAN からのト
ラフィックは、プルーニングの対象になりません。VLAN 1 は常にプルーニング不適格です。
VLAN 1 からのトラフィックをプルーニングすることはできません。

トランキング LAN ポートに VTP プルーニングを設定するには、switchport trunk pruning vlan コ
マンドを使用します（「トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」[p.13-9] を参照）。
VTP プルーニングは、LAN ポートがトランキングを実行している場合に動作します。VLAN プ
ルーニングの適格性は、VTP ドメインで VTP プルーニングがイネーブルまたはディセーブルの
どちらに設定されているか、特定の VLAN が存在するかどうか、および LAN ポートが現在トラ
ンキングを実行しているかどうかにかかわらず、設定できます。

VTP のデフォルト設定
表 16-1 に、VTP のデフォルト設定を示します。

VTP 設定時の注意事項および制約事項
ネットワークに VTP を実装する際、次の注意事項および制約事項に注意してください。
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表 16-1 VTP のデフォルト設定 

機能 デフォルト値

VTP ドメイン名 ヌル

VTP モード サーバ

VTP バージョン 2 のイネーブル ステー
ト

バージョン 2 はディセーブル

VTP パスワード なし

VTP プルーニング ディセーブル
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VTP の設定
 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成は、デフォルト以外の VLAN データ ファイル名または
場所をサポートしません。冗長スーパーバイザ エンジンを搭載したスイッチに、vtp file 
file_name コマンドを入力しないでください。

 • 冗長スーパーバイザ エンジンを取り付ける前に、デフォルト設定に戻すには no vtp file コマ
ンドを入力します。

 • VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装置で、同じ VTP バージョンを実行する必要があり
ます。

 • セキュア モードの場合、管理ドメイン内の各ネットワーク装置にパスワードを設定する必要
があります。

注意 VTP をセキュア モードで設定した場合、ドメイン内の各ネットワーク装置に管理ドメイン パス
ワードを割り当てないと、管理ドメインは正常に動作しません。

 • VTP バージョン 2 対応のネットワーク装置上で VTP バージョン 2 をディセーブルに設定して
いる場合、その VTP バージョン 2 対応ネットワーク装置は、同一 VTP ドメイン内で VTP 
バージョン 1 が稼働しているネットワーク装置として動作できます（VTP バージョン 2 は、
デフォルトでディセーブルに設定されています）。

 • 同一 VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装置がバージョン 2 に対応する場合を除いて、
ネットワーク装置上で VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでください。ネットワーク装
置上で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、ドメイン内のすべてのバージョン 2 対応
ネットワーク装置で VTP バージョン 2 がイネーブルになります。

 • トークンリング環境では、トークンリング VLAN スイッチング機能を正常に動作させるため
に、VTP バージョン 2 をイネーブルにする必要があります。

 • VTP サーバ上で VTP プルーニングをイネーブルまたはディセーブルにすると、管理ドメイン
全体で VTP プルーニングがイネーブルまたはディセーブルになります。

 • プルーニングの適格性の設定は、スイッチ上のすべてのトランクにグローバルに適用されま
す。プルーニングの適格性は、各トランクに個別に設定することはできません。

 • VLAN をプルーニング適格または不適格として設定する場合、その VLAN のプルーニング適
格性の影響を受けるのはそのスイッチのみです。VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装
置に影響するわけではありません。

 • VTPv1 および VTPv2 は、設定情報を拡張範囲 VLAN（VLAN 番号 1006 ～ 4094）に伝播しま
せん。各ネットワーク装置の 拡張範囲 VLAN は、手動で設定する必要があります。

 • VTP が使用する利用可能な DRAM が不十分な場合、VTP のモードは透過に変わります。

 • VTP 透過モードのネットワーク装置は、VTP Join メッセージを送信しません。VTP 透過モー
ドにおけるネットワーク装置へのトランク接続では、透過モード ネットワーク装置によって
使用される VLAN、またはプルーニング不適格としてトランク全体に伝送する必要がある 
VLAN を設定します。プルーニング適格性の設定については、「プルーニング適格 VLAN の
リストの設定」（p.13-13）を参照してください。

VTP の設定
ここでは、VTP の設定手順について説明します。

 • VTP グローバル パラメータの設定（p.16-7）
 • VTP モードの設定（p.16-9）
 • ポート単位の VTP モードの設定（p.16-11）
 • VTP 統計情報の表示（p.16-12）
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VTP の設定 
VTP グローバル パラメータの設定

ここでは、VTP グローバル パラメータの設定について説明します。

 • VTP パスワードの設定（p.16-7）
 • VTP プルーニングのイネーブル化（p.16-7）
 • VTP バージョン 2 のイネーブル化（p.16-8）

（注） VTP グローバル パラメータは、グローバル コンフィギュレーション モード、または EXEC モー
ドで入力できます。

VTP パスワードの設定

VTP グローバル パラメータを設定するには、次の作業を行います。

次に、グローバル コンフィギュレーション モードで VTP パスワードを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vtp password WATER 
Setting device VLAN database password to WATER.
Router# 

次に、EXEC モードで VTP パスワードを設定する例を示します。

Router# vtp password WATER
Setting device VLAN database password to WATER.
Router# 

（注） パスワードは実行コンフィギュレーション ファイルには保存されません。

VTP プルーニングのイネーブル化

管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vtp pruning
Pruning switched ON

コマンド 目的

Router(config)# vtp password password_string VTP ドメインのパスワード（8 ～ 64 文字）を設定しま
す。

Router(config)# no vtp password パスワードを消去します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vtp pruning 管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブ
ルにします。

Router(config)# no vtp pruning 管理ドメイン内で VTP プルーニングをディセー
ブルにします。

ステップ 2 Router# show vtp status 設定を確認します。
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VTP の設定
次に、リリースに関係なく、管理ドメイン内で VTP プルーニングをイネーブルにする例を示し
ます。

Router# vtp pruning
Pruning switched ON

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status | include Pruning
VTP Pruning Mode: Enabled
Router# 

プルーニング適格性の設定については、「プルーニング適格 VLAN のリストの設定」（p.13-13）
を参照してください。

VTP バージョン 2 のイネーブル化

VTP バージョン 2 対応のネットワーク装置では、デフォルトで VTP バージョン 2 がディセーブル
に設定されています。ネットワーク装置で VTP バージョン 2 をイネーブルにすると、VTP ドメ
イン内のすべての VTP バージョン 2 対応ネットワーク装置でバージョン 2 がイネーブルになりま
す。

注意 同一 VTP ドメイン内のネットワーク装置に関して、VTP バージョン 1 とバージョン 2 の間のイン
ターオペラビリティはありません。VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装置で、同じ VTP 
バージョンを使用する必要があります。VTP ドメイン内のすべてのネットワーク装置が VTP 
バージョン 2 をサポートしている場合以外では、VTP バージョン 2 をイネーブルにしないでくだ
さい。

（注） トークンリング環境では、トークンリング インターフェイスをサポートする装置上でトークンリ
ング VLAN スイッチングを正常に動作させるために、VTP バージョン 2 をイネーブルにする必要
があります。

VTP バージョン 2 をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に VTP バージョン 2 をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vtp version 2 
V2 mode enabled.
Router(config)# 

次に、リリースに関係なく、VTP バージョン 2 をイネーブルにする例を示します。

Router# vtp version 2 
V2 mode enabled.
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status | include V2 
VTP V2 Mode: Enabled

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vtp version {1 | 2} VTP バージョン 2 をイネーブルにします。

Router(config)# no vtp version デフォルト値に戻します（VTP バージョン 1）。
ステップ 2 Router# show vtp status 設定を確認します。
16-8
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VTP の設定 
Router# 

VTP モードの設定

VTP モードを設定するには、次の作業を行います。

（注） VTP がディセーブルの場合は、VLAN データベース モードでなく、コンフィギュレーション 
モードで VLAN コンフィギュレーション コマンドを入力して、VLAN 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。

次に、スイッチを VTP サーバとして設定する例を示します。

Router# configuration terminal
Router(config)# vtp mode server
Setting device to VTP SERVER mode.
Router(config)# vtp domain Lab_Network
Setting VTP domain name to Lab_Network
Router(config)# end
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status 
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 247
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 33
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : Lab_Network
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 8-12-99 15:04:49
Local updater ID is 172.20.52.34 on interface Gi1/1 (first interface found) 
Router# 

次に、スイッチを VTP クライアントとして設定する例を示します。

Router# configuration terminal

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vtp mode {client | server | 
transparent | off}

VTP モードを設定します。

Router(config)# no vtp mode デフォルトの VTP モードに戻します（サーバ）。

ステップ 2 Router(config)# vtp domain domain_name （任意 — サーバ モード用）VTP ドメイン名を定
義します（32 文字以内）。VTP サーバ モードでは
ドメイン名が必要です。スイッチが VTP ドメイ
ンにトランク接続されている場合、スイッチはド
メイン内の VTP サーバからドメイン名を取得し
ます。

（注） ドメイン名は消去できません。

ステップ 3 Router(config)# end VLAN コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 4 Router# show vtp status 設定を確認します。
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VTP の設定
Router(config)# vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Router(config)# exit
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status 
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 247
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 33
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : Lab_Network
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 8-12-99 15:04:49
Router# 

次に、スイッチ上で VTP をディセーブルにする例を示します。

Router# configuration terminal
Router(config)# vtp transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Router(config)# end
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status 
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 247
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 33
VTP Operating Mode              : Transparent
VTP Domain Name                 : Lab_Network
VTP Pruning Mode                : Enabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x45 0x52 0xB6 0xFD 0x63 0xC8 0x49 0x80
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 8-12-99 15:04:49
Router# 

次に、スイッチ上で VTP をディセーブルにし、VTP アドバタイズメントの転送をディセーブル
にする例を示します。

Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# vtp mode off
Setting device to VTP OFF mode.
Router(config)# exit
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 1005
Number of existing VLANs        : 37
VTP Operating Mode              : Off
VTP Domain Name                 : Lab_Network
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Enabled
16-10
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VTP の設定 
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0xF2 0xA9 0xE6 0x10 0x9F 0x3E 0x27 0xB3 
Configuration last modified by 127.0.0.51 at 1-29-07 17:03:35
Router#

ポート単位の VTP モードの設定

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースで、ポート単位で VTP モードを設定するには、次の手順を
実行します。

次に、ポートで VTP モードを設定する例を示します。

Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitEthernet 3/5
Router(config-if)# vtp
Router(config-if)# end
Router#

次に、設定の変更を確認する例を示します。

Router# show vtp interface gigabitEthernet 3/5

 Interface               VTP Status
------------------------------------
 GigabitEthernet3/5       enabled
Router#

次に、ポートで VTP モードをディセーブルにする例を示します。

Router# config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitEthernet 3/5
Router(config-if)# no vtp
Router(config-if)# end
Router#

次に、設定の変更を確認する例を示します。

Router# show vtp interface gigabitEthernet 3/5

 Interface               VTP Status
------------------------------------
 GigabitEthernet3/5       disabled
Router#

次に、インターフェイスを確認する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# vtp 指定したポートの VTP をイネーブルにします。

Router(config-if)# no vtp 指定したポートの VTP をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface 
type slot/port

ポートの変更を確認します。

ステップ 5 Router# show vtp interface 設定を確認します。
16-11
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 16 章      VTP の設定         

VTP の設定
Router# show vtp interface

 Interface               VTP Status
------------------------------------
 GigabitEthernet3/1       enabled
 GigabitEthernet3/2       enabled
 GigabitEthernet3/3       enabled
 GigabitEthernet3/4       enabled
 GigabitEthernet3/5       disabled
 GigabitEthernet3/6       enabled
 GigabitEthernet3/7       enabled
 GigabitEthernet3/8       enabled
 ...

VTP 統計情報の表示

VTP に関する統計情報（送受信された VTP アドバタイズメント、VTP エラーなど）を表示する
には、次の作業を行います。

次に、VTP の統計情報を表示する例を示します。

Router# show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received    : 7
Subset advertisements received     : 5
Request advertisements received    : 0
Summary advertisements transmitted : 997
Subset advertisements transmitted  : 13
Request advertisements transmitted : 3
Number of config revision errors   : 0
Number of config digest errors     : 0
Number of V1 summary errors        : 0

VTP pruning statistics:

Trunk            Join Transmitted Join Received    Summary advts received from
                                                   non-pruning-capable device
---------------- ---------------- ---------------- ---------------------------
Fa5/8               43071            42766            5

コマンド 目的

Router# show vtp counters VTP の統計情報を表示します。
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VLAN の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で VLAN を設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • VLAN の概要（p.17-1）
 • VLAN のデフォルト設定（p.17-6）
 • VLAN 設定時の注意事項および制約事項（p.17-7）
 • VLAN の設定（p.17-8）

VLAN の概要 
ここでは、VLAN の機能について説明します。

 • VLAN の概要（p.17-1）
 • VLAN の範囲（p.17-2）
 • 設定可能な VLAN パラメータ（p.17-2）
 • トークンリング VLAN の概要（p.17-3）

VLAN の概要

VLAN は、物理的な位置に関係なく、共通の要件を持つエンド ステーションのグループです。
VLAN は、物理 LAN と同じ属性をすべて備えていますが、物理的に同じ LAN セグメントに置か
れていない端末でもグループ化できます。

VLAN は、通常 IP サブネットワークと対応付けます。たとえば、特定の IP サブネットに含まれ
るすべてのエンド ステーションを同じ VLAN に属させる場合などです。VLAN 相互間のトラ
フィックは、ルーティングする必要があります。LAN ポートの VLAN メンバシップは、ポート
ごとに手動で割り当てます。
17-1
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VLAN の概要
VLAN の範囲

（注） 4096 VLAN を使用するには、拡張システム ID をイネーブルにする必要があります（「ブリッジ 
ID の概要」[p.22-2] を参照）。

Cisco IOS Software Release 12.2SX は、IEEE 802.1Q 規格に準拠した 4096 VLAN をサポートします。
これらの VLAN はいくつかの範囲に分かれています。各範囲の使用法は少しずつ異なります。
VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）を使用している場合、これらの 
VLAN の一部はネットワーク内の他のスイッチに伝播されます。拡張範囲 VLAN は伝播されない
ため、ネットワーク装置ごとに手動で設定する必要があります。

表 17-1 に VLAN の範囲を示します。

次の情報が VLAN の範囲に適用されます。

 • レイヤ 3 LAN ポート、WAN インターフェイスとサブインターフェイス、および一部のソフ
トウェアの機能は、拡張範囲内の内部 VLAN を使用します。内部使用に割り当てられている
拡張範囲 VLAN は使用できません。

 • 内部で使用されている VLAN を表示するには、show vlan internal usage コマンドを入力しま
す。旧リリースの場合は、show vlan internal usage および show cwan vlans コマンドを入力し
ます。

 • 昇順の内部 VLAN 割り当て（1006 以降の番号）、または降順の内部 VLAN 割り当て（4094 以
下の番号）を設定できます。

 • 拡張範囲 VLAN を使用するには、拡張システム ID をイネーブルにする必要があります（「ブ
リッジ ID の概要」[p.22-2] を参照）。

設定可能な VLAN パラメータ

（注） • イーサネット VLAN 1 はデフォルト値のみ使用します。

 • VLAN 名を除き、イーサネット VLAN 1006 ～ 4094 はデフォルト値のみ使用します。

 • 1006 ～ 4094 のイーサネット VLAN に対し、VLAN 名を設定できます。

表 17-1 VLAN の範囲 

VLAN 範囲 用途
VTP による 
伝播

0、4095 予約済み システム専用です。これらの VLAN は参照または使用でき
ません。

—

1 標準 シスコ システムズのデフォルトです。使用できますが、削
除できません。

あり

2 ～ 1001 標準 イーサネット VLAN に使用します。作成、使用、削除でき
ます。

あり

1002 ～ 
1005

標準 FDDI およびトークンリング用のシスコ システムズのデ
フォルトです。VLAN 1002 ～ 1005 は削除できません。

あり

1006 ～ 
4094

拡張 イーサネット VLAN 専用です。 なし
17-2
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 17 章      VLAN の設定

VLAN の概要 
VLAN 2 ～ 1001 では、次のパラメータを設定できます。

 • VLAN 名
 • VLAN タイプ（イーサネット、Fiber Distributed Data Interface [FDDI; ファイバ分散データ イン

ターフェイス ]、FDDI NET、Token Ring Bridge Relay Function [TrBRF; トークンリング ブリッ
ジ リレー機能 ]、または Token Ring Concentrator Relay Function [TrCRF; トークンリング コンセ
ントレータ リレー機能 ]）

 • VLAN ステート（アクティブまたは中断）

 • SAID

 • TrBRF VLAN のブリッジ識別番号

 • FDDI および TrCRF VLAN のリング番号

 • TrCRF VLAN の親 VLAN 番号

 • TrCRF VLAN の Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）タイプ

トークンリング VLAN の概要

ここでは、VTP バージョン 2 が稼働するネットワーク装置でサポートされる、2 つのトークンリ
ング VLAN タイプについて説明します。

 • トークンリング TrBRF VLAN（p.17-3）
 • トークンリング TrCRF VLAN（p.17-4）

（注） Cisco IOS Software Release 12.2SX は、Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）でカプセル化さ
れたトークンリング フレームをサポートしません。VTP サーバ モードでは、スイッチからトー
クン リング VLAN を設定できます。

トークンリング TrBRF VLAN
TrBRF VLAN は、スイッチド トークンリング ネットワーク環境において、複数の TrCRF VLAN 
を相互接続します（図 17-1 を参照）。TrBRF は、トランク リンクを経由して相互接続されたネッ
トワーク装置全体に拡張できます。TrCRF と TrBRF 間の接続を論理ポートといいます。

図 17-1 相互接続されたトークンリング TrBRF VLAN および TrCRF VLAN
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VLAN の概要
ソース ルーティングでは、スイッチは各論理リング間を結ぶ単一のブリッジになります。TrBRF 
は、IBM または IEEE STP を実行する Source-Route Bridge（SRB; ソースルート ブリッジ）または 
Source-Route Transparent（SRT; ソースルート トランスペアレント）ブリッジとして動作できま
す。SRB を使用する場合、異なる論理リングに重複する Media Access Control（MAC; メディア ア
クセス制御）アドレスを定義できます。

トークンリング ソフトウェアは、TrBRF VLAN および TrCRF VLAN ごとに 1 つずつ STP インス
タンスを実行します。TrCRF VLAN の場合、STP により、論理リングのループが排除されます。
TrBRF VLAN の場合、STP は外部ブリッジと対話して、ブリッジ トポロジからループを排除しま
す。これはイーサネット VLAN における STP の動作と同様です。

注意 特定の親 TrBRF STP および TrCRF ブリッジ モードを設定すると、TrBRF の論理ポート（TrBRF 
と TrCRF 間の接続）がブロック ステートになる可能性があります。詳細については、「VLAN 設
定時の注意事項および制約事項」（p.17-7）を参照してください。

IBM の System Network Architecture（SNA）トラフィックに対応するために、SRT モードと SRB 
モードを組み合わせて使用できます。混在モードでは、TrBRF の判別により、一部のポート

（TrCRF に接続された論理ポート）は SRB モードで動作し、他のポートは SRT モードで動作しま
す。

トークンリング TrCRF VLAN
TrCRF VLAN は、同じ論理リング番号を持つポート グループを定義します。2 種類の TrCRF を
ネットワークで設定できます。非分散型とバックアップです。

通常、TrCRF は非分散型です。つまり、各 TrCRF が 1 台のネットワーク装置のポートに限定され
ます。同一ネットワーク装置または異なるネットワーク装置上の複数の非分散型 TrCRF を、1 つ
の親 TrBRF に対応させることができます（図 17-2 を参照）。親 TrBRF はマルチポート ブリッジ
として動作し、非分散型 TrCRF の間でトラフィックを転送します。

（注） 異なるネットワーク装置上に存在するリング間でデータを渡すには、リングを同じ TrBRF に対
応付け、その TrBRF を SRB 用に設定します。

図 17-2 非分散型 TrCRF

デフォルトの設定では、トークンリング ポートはデフォルトの TrCRF（VLAN 1003、
trcrf-default）に対応し、これにはデフォルトの TrBRF（VLAN 1005、trbrf-default）が親として存
在します。この設定では、分散型 TrCRF が可能であり（図 17-3 を参照）、ネットワーク装置が 
ISL トランクを介して接続されていれば、異なるネットワーク装置上のデフォルト TrCRF 間をト
ラフィックが通過できます。
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VLAN の概要 
図 17-3 分散型 TrCRF

TrCRF 内では、ソースルート スイッチングを使用し、MAC アドレスまたはルート ディスクプリ
タに基づいてフレーム転送を行います。VLAN 全体を 1 つのリングとして動作させ、フレームを 
1 つの TrCRF 内のポート間でスイッチングすることもできます。

各 TrCRF の All-Routes フレームおよび Spanning Tree Explorer フレームに対して、 大ホップ カウ
ントを指定できます。 大ホップ カウントを指定すると、エクスプローラが経由できる 大ホッ
プ数が制限されます。ポートが受信したエクスプローラ フレームが、指定のホップ数を超えて送
信されたことが判別されると、ポートはそのフレームを転送しません。TrCRF は、ルート情報
フィールドのブリッジ ホップ数によって、エクスプローラが経由したホップ数を判別します。

ネットワーク装置間の ISL 接続に障害が発生した場合、バックアップ TrCRF を使用して非分散型 
TrCRF 間のトラフィックに代替ルートを設定できます。1 つの TrBRF に設定できるバックアップ 
TrCRF は 1 つだけで、バックアップ TrCRF に属すことができるのは、各ネットワーク装置で 1 つ
のポートに限られます。

ネットワーク装置間の ISL 接続に障害が発生した場合、影響を受ける各ネットワーク装置上の
バックアップ TrCRF ポートが自動的にアクティブになり、バックアップ TrCRF を介して非分散
型 TrCRF 間のトラフィックが再ルーティングされます。ISL 接続が再確立されると、バックアッ
プ TrCRF の 1 つのポートを除くすべてのポートがディセーブルになります。図 17-4 に、バック
アップ TrCRF を示します。

図 17-4 バックアップ TrCRF
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VLAN のデフォルト設定
VLAN のデフォルト設定
表 17-2 ～ 17-6 に、VLAN メディア タイプ別のデフォルト設定を示します。

表 17-2 イーサネット VLAN のデフォルトおよび範囲 

パラメータ デフォルト 範囲

VLAN ID 1 1 ～ 4094 

VLAN 名 VLAN 1 の場合 [default]  
他のイーサネット VLAN の場
合 [VLANvlan_ID]

—

802.10 SAID 10vlan_ID 100001 ～ 104094

MTU サイズ 1500 1500 ～ 18190

トランスレーショナル ブリッ
ジ 1

0 0 ～ 1005

トランスレーショナル ブリッ
ジ 2

0 0 ～ 1005

VLAN ステート アクティブ アクティブ、中断

プルーニング適格性 VLAN 2 ～ 1001 はプルーニン
グ適格です。VLAN 1006 ～ 
4094 は、プルーニング不適格
です。

—

表 17-3 FDDI VLAN のデフォルトおよび範囲 

パラメータ デフォルト 範囲

VLAN ID 1002 1 ～ 1005

VLAN 名 “fddi-default” —

802.10 SAID 101002 1 ～ 4294967294

MTU サイズ 1500 1500 ～ 18190

リング番号 0 1 ～ 4095

親 VLAN 0 0 ～ 1005

トランスレーショナル ブリッ
ジ 1

0 0 ～ 1005

トランスレーショナル ブリッ
ジ 2

0 0 ～ 1005

VLAN ステート アクティブ アクティブ、中断

表 17-4  トークンリング（TrCRF）VLAN のデフォルトおよび範囲 

パラメータ デフォルト 範囲

VLAN ID 1003 1 ～ 1005

VLAN 名 “token-ring-default” —

802.10 SAID 101003 1 ～ 4294967294
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VLAN 設定時の注意事項および制約事項 
VLAN 設定時の注意事項および制約事項
ネットワークで VLAN を作成および変更する際、次の注意事項および制約事項に注意してくださ
い。

リング番号 0 1 ～ 4095

MTU サイズ VTPv1 のデフォルトは 1500 
VTPv2 のデフォルトは 4472

1500 ～ 18190

トランスレーショナル ブリッ
ジ 1

0 0 ～ 1005

トランスレーショナル ブリッ
ジ 2

0 0 ～ 1005

VLAN ステート アクティブ アクティブ、中断

ブリッジ モード srb srb、srt

ARE 大ホップ数 7 0 ～ 13

STE 大ホップ数 7 0 ～ 13

バックアップ CRF ディセーブル ディセーブル、イネーブル

表 17-5 FDDI-Net VLAN のデフォルトおよび範囲 

パラメータ デフォルト 範囲

VLAN ID 1004 1 ～ 1005

VLAN 名 “fddinet-default” —

802.10 SAID 101004 1 ～ 4294967294

MTU サイズ 1500 1500 ～ 18190

ブリッジ番号 1 0 ～ 15

STP タイプ ieee auto、ibm、ieee

VLAN ステート アクティブ アクティブ、中断

表 17-6 トークンリング（TrBRF）VLAN のデフォルトおよび範囲 

パラメータ デフォルト 範囲

VLAN ID 1005 1 ～ 1005

VLAN 名 “trnet-default” —

802.10 SAID 101005 1 ～ 4294967294

MTU サイズ VTPv1 は 1500、VTPv2 は 4472 1500 ～ 18190

ブリッジ番号 1 0 ～ 15

STP タイプ ibm auto、ibm、ieee

VLAN ステート アクティブ アクティブ、中断

表 17-4  トークンリング（TrCRF）VLAN のデフォルトおよび範囲（続き）
17-7
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 17 章      VLAN の設定         

VLAN の設定
 • スーパーバイザ エンジンの冗長構成は、デフォルト以外の VLAN データ ファイル名または
場所をサポートしません。冗長スーパーバイザ エンジンを搭載したスイッチに、vtp file 
file_name コマンドを入力しないでください。

 • 冗長スーパーバイザ エンジンを取り付ける前に、デフォルト設定に戻すには no vtp file コマ
ンドを入力します。

 • RPR+ 冗長構成（第 6 章「RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」 を参照）は、
VLAN データベース モードで入力された設定をサポートしていません。RPR+ 冗長構成には、
グローバル コンフィギュレーション モードを使用します。

 • 拡張範囲 VLAN を設定できるのは、グローバル コンフィギュレーション モードの場合だけ
です。VLAN データベース モードの場合は、拡張範囲 VLAN を設定できません。「VLAN の
設定方法」（p.17-9）を参照してください。

 • VLAN を作成する前に、スイッチを VTP サーバ モードまたは VTP 透過モードにする必要が
あります。VTP の設定手順については、第 16 章「VTP の設定」 を参照してください。

 • VLAN の設定は vlan.dat ファイルに保存され、vlan.dat ファイルは不揮発性メモリに保存され
ます。vlan.dat ファイルを手動で削除すると、VLAN データベースに矛盾が生じる可能性があ
ります。VLAN の設定または VTP の変更には、個々に記載されているコマンド、および
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』に記載されているコマンドを使用し
てください。

 • 設定を完全にバックアップする場合は、vlan.dat ファイルをバックアップに追加します。

 • VLAN データベース モードでは、Cisco IOS の end コマンドはサポートされません。

 • Ctrl-Z を押しても、VLAN データベース モードを終了することはできません。

 • Cisco IOS Software Release 12.2SX は、トークン リングまたは FDDI メディアをサポートしま
せん。スイッチは FDDI、FDDI-Net、TrCRF、または TrBRF トラフィックを転送するのでは
なく、VTP を介して VLAN 設定を伝播できます。

 • VTP サーバ モードでは、スイッチ から FDDI およびトークン リング VLAN を設定できます。

 • TrBRF を設定してから、TrCRF を設定する必要があります（指定する親 TrBRF VLAN がすで
に存在していなければなりません）。

 • トークンリング環境では、次のいずれかの条件が成立する場合、TrBRF の論理インターフェ
イス（TrBRF と TrCRF 間の接続）がブロック ステートになります。

 – TrBRF が IBM STP を実行していると同時に TrCRF が SRT モードにある。

 – TrBRF が IEEE STP を実行していると同時に TrCRF が SRB モードにある。

VLAN の設定
ここでは、VLAN の設定手順について説明します。

 • VLAN の設定方法（p.17-9）
 • イーサネット VLAN の作成または変更（p.17-10）
 • VLAN へのレイヤ 2 LAN インターフェイスの割り当て（p.17-11）
 • 内部 VLAN 割り当てポリシーの設定（p.17-12）
 • VLAN 変換の設定（p.17-12）
 • 802.1Q VLAN から ISL VLAN へのマッピング（p.17-15）

（注） VLAN は、ここで紹介されている以外にも多くのパラメータをサポートしています。詳細につい
ては、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。
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VLAN の設定 
VLAN の設定方法

ここでは VLAN の設定方法について説明します。

 • グローバル コンフィギュレーション モードでの VLAN の設定（p.17-9）
 • VLAN データベース モードでの VLAN の設定（p.17-9）
 • VLAN ロック（p.17-9）

グローバル コンフィギュレーション モードでの VLAN の設定

スイッチが VTP サーバ モードまたは透過モードの場合は（「VTP の設定」[p.16-6] を参照）、グ
ローバル コンフィギュレーション モードまたは config-vlan コンフィギュレーション モードで 
VLAN を設定できます。グローバル コンフィギュレーション モードおよび config-vlan コンフィ
ギュレーション モードで VLAN を設定すると、VLAN の設定は vlan.dat ファイルに保存されま
す。VLAN の設定を表示するには、show vlan コマンドを入力します。

スイッチが VLAN 透過モードの場合、copy running-config startup-config コマンドを使用して、
VLAN の設定を startup-config ファイルに保存します。実行コンフィギュレーションをスタート
アップ コンフィギュレーションとして保存したあとに、show running-config および show 
startup-config コマンドを使用すると、VLAN の設定が表示されます。

（注） • スイッチの起動時に、startup-config ファイルおよび vlan.dat ファイル内の VTP ドメイン名お
よび VTP モードが異なる場合は、スイッチは vlan.dat ファイル内の設定を使用します。

 • 拡張範囲 VLAN を設定できるのは、グローバル コンフィギュレーション モードの場合だけ
です。VLAN データベース モードの場合は、拡張範囲 VLAN を設定できません。

VLAN データベース モードでの VLAN の設定

（注） VLAN データベース モードの場合は、拡張範囲 VLAN を設定できません。拡張範囲 VLAN を設
定できるのは、グローバル コンフィギュレーション モードの場合だけです。RPR+ 冗長構成は、
VLAN データベース モードで入力された設定をサポートしていません。RPR+ 冗長構成には、グ
ローバル コンフィギュレーション モードを使用します。

スイッチが VTP サーバ モードまたは透過モードの場合は、VLAN データベース モードで VLAN 
を設定できます。VLAN データベース モードで VLAN を設定すると、VLAN の設定は vlan.dat 
ファイルに保存されます。VLAN の設定を表示するには、show vlan コマンドを入力します。

ポート メンバシップ モードを定義したり、VLAN のポートを追加および削除するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンド モードを使用します。これらのコマンドの結果
は、実行コンフィギュレーション ファイルに書き込まれます。このファイルを表示するには、
show running-config コマンドを使用します。

VLAN ロック

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、VLAN ロック機能をサポートしています。この機能に
より、目的の VLAN を確実に設定したかどうかを、さらに深いレベルで検証できます。

VLAN ロックがイネーブルの場合、ポートをある VLAN から別の VLAN に変更する際に VLAN 
の名前を指定する必要があります。この機能は、アクセス ポートおよびトランク ポート用の 
VLAN またはプライベート VLAN を指定する switchport コマンド（インターフェイス コンフィ
ギュレーション モード時）に影響します。
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VLAN の設定
VLAN ロックがイネーブルの場合に、アクセス ポートおよびトランク ポートを設定する方法に
ついては、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN インターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してくだ
さい。

VLAN ロックがイネーブルの場合に、プライベート VLAN 上でポートを設定する方法について
は、「プライベート VLAN の設定」（p.18-11）を参照してください。

デフォルトでは、VLAN ロックはディセーブルです。VLAN ロックをイネーブルにするには、次
の作業を行います。

イーサネット VLAN の作成または変更

ユーザ定義 VLAN には、予約済み VLAN を除く 1 ～ 4094 の一意の ID があります（表 17-1 
[p.17-2] を参照）。VLAN を作成するには、vlan コマンドを入力して、未使用 ID を指定します。
既存の VLAN を変更するには、その VLAN に対して vlan コマンドを入力します（レイヤ 3 ポー
トまたはソフトウェア機能が使用している既存 VLAN は変更できません）。

VLAN の作成時に割り当てられるデフォルト パラメータの一覧は、「VLAN のデフォルト設定」
（p.17-6）を参照してください。media キーワードを使用して VLAN タイプを指定しない場合、

VLAN はイーサネット VLAN になります。

VLAN を作成するには、次の作業を行います。

イーサネット VLAN を作成または変更する場合は、次の情報に注意してください。

 • RPR+ 冗長構成は、VLAN データベース モードで入力された設定をサポートしていません。
RPR+ 冗長構成には、グローバル コンフィギュレーション モードを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan port provisioning VLAN ロックをイネーブルにします。

Router(config)# no vlan port provisioning VLAN ロックをディセーブルにします（デフォル
ト設定）。

ステップ 2 Router# show vlan port provisioning VLAN ロックの状態を確認します（イネーブルま
たはディセーブル）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal 

または 
Router# vlan database

VLAN コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Router(config)# vlan 
vlan_ID{[-vlan_ID]|[,vlan_ID])
Router(config-vlan)#

または 
Router(vlan)# vlan vlan_ID 

単独のイーサネット VLAN、イーサネット VLAN 
の範囲、またはカンマで区切った複数のイーサ
ネット VLAN のリストを作成または変更します

（スペースは挿入しないでください）。

Router(config)# no vlan vlan_ID 
Router(config-vlan)#

または 
Router(vlan)# no vlan vlan_ID 

VLAN を削除します。

ステップ 3 Router(config-vlan)# end 

または 
Router(vlan)# exit 

VLAN データベースを更新して、特権 EXEC モー
ドに戻ります。

ステップ 4 Router# show vlan [id | name] vlan VLAN の設定を確認します。
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VLAN の設定 
 • レイヤ 3 ポートおよび一部のソフトウェア機能を使用するには、1006 以降に割り当てられた
内部 VLAN が必要であるため、4094 から始まる拡張範囲 VLAN を設定します。

 • 拡張範囲 VLAN を設定できるのは、グローバル コンフィギュレーション モードの場合だけ
です。VLAN データベース モードの場合は、拡張範囲 VLAN を設定できません。

 • レイヤ 3 ポートおよび一部のソフトウェア機能は、拡張範囲 VLAN を使用しています。作成
または変更しようとしている VLAN がレイヤ 3 ポートまたはソフトウェア機能によって使用
されている場合、スイッチはメッセージを表示し、VLAN 設定を変更しません。

VLAN を削除する場合は、次の情報に注意してください。

 • 次の異なるメディア タイプのデフォルト VLAN は削除できません。イーサネット VLAN 1 お
よび FDDI、またはトークンリング VLAN 1002 ～ 1005。

 • VLAN を削除すると、その VLAN に割り当てられ、アクセス ポートとして設定されている 
LAN ポートは、非アクティブになります。これらのポートは、新しい VLAN に割り当てられ
るまで、元の VLAN に（非アクティブのまま）対応付けられています。

次に、グローバル コンフィギュレーション モードでイーサネット VLAN を作成し、設定を確認
する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# vlan 3 
Router(config-vlan)# end 
Router# show vlan id 3 

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
3    VLAN0003                         active    

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    -        0      0   

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------

次に、VLAN データベース モードでイーサネット VLAN を作成する方法を示します。

Router# vlan database 
Router(vlan)# vlan 3 
VLAN 3 added:
    Name: VLAN0003
Router(vlan)# exit 
APPLY completed.
Exiting....

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vlan name VLAN0003 
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- ---------------------
3    VLAN0003                         active
 
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- ------ ------
3    enet  100003     1500  -      -      -        -    0      0
Router# 

VLAN へのレイヤ 2 LAN インターフェイスの割り当て

管理ドメイン内で作成された VLAN は、1 つまたは複数の LAN ポートを VLAN に割り当てない
かぎり、未使用の状態です。
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VLAN の設定
（注） LAN ポートは必ず、適切なタイプの VLAN に割り当ててください。イーサネット ポートはイー
サネットタイプの VLAN に割り当てます。

VLAN に 1 つまたは複数の LAN ポートを割り当てるには、「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）に記載されている手順を行います。

内部 VLAN 割り当てポリシーの設定

VLAN 割り当ての詳細については、「VLAN の範囲」（p.17-2）を参照してください。

（注） 内部 VLAN 割り当てポリシーは、リロードのあとにのみ適用されます。

内部 VLAN 割り当てポリシーを設定するには、次の作業を行います。

内部 VLAN 割り当てポリシーを設定する際、次の情報に注意してください。

 • 1006 以降から内部 VLAN を割り当てるには、ascending キーワードを入力します。

 • 4094 以下に内部 VLAN を割り当てるには、descending キーワードを入力します。

次に、内部 VLAN 割り当てポリシーとして、descending を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan internal allocation policy descending 

VLAN 変換の設定

トランク ポート上では、ある VLAN 番号を他の VLAN 番号に変換できます。これにより、ある 
VLAN で受信されたすべてのトラフィックが他の VLAN に転送されます。

ここでは、VLAN 変換について説明します。

 • VLAN 変換に関する注意事項および制約事項（p.17-13）
 • トランク ポート上の VLAN 変換の設定（p.17-14）
 • ポート グループ内の他のポートでの VLAN 変換のイネーブル化（p.17-15）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan internal allocation policy 
{ascending | descending} 

内部 VLAN 割り当てポリシーを設定します。

Router(config)# no vlan internal allocation 
policy 

デフォルト値（昇順）に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# reload 新しい内部 VLAN 割り当てポリシーを適用しま
す。

注意 すぐに reload コマンドを入力する必要
はありません。reload コマンドは、予
定されているメンテナンス ウィンドウ
が表示されている間に入力します。
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VLAN の設定 
（注） スパニング ツリー ループが生じないように、VLAN 変換機能を正しく設定するよう注意してく
ださい。

VLAN 変換に関する注意事項および制約事項

VLAN を変換する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • レイヤ 2 トランクではないポートに適用される VLAN 変換は、非アクティブとなります。

 • 802.1Q トランク上で、ネイティブ VLAN 入力トラフィックの変換を設定しないでください。
802.1Q ネイティブ VLAN トラフィックはタグなしのため、変換の際に認識されません。他の 
VLAN から 802.1Q トランクのネイティブ VLAN に、トラフィックを変換することはできま
す。

 • トランクの変換先の VLAN を削除しないでください。

 • VLAN 変換の設定は、ポート グループ内のすべてのポートに適用されます。VLAN 変換は、
ポート グループ内のすべてのポートで、デフォルトでディセーブルに設定されています。必
要に応じて、ポートでの VLAN 変換をイネーブルにします。

 • 次の表の内容は、次のとおりです。

 – VLAN 変換をサポートするモジュール

 – VLAN 変換の設定が適用されるポート グループ

 – ポート グループがサポートする VLAN 変換数

 – モジュールがサポートするトランク タイプ

製品番号
ポート番
号

ポート  
グループ
番号

ポート  
グループ単位の 
ポート範囲 

ポート 
グループ
単位の 
変換

サポートされる  
VLAN 変換のト
ランクタイプ

WS-SUP720-3BXL 
WS-SUP720-3B 
WS-SUP720 

2 1 1 ～ 2 32 802.1Q

WS-SUP32-10GE 3 2 1、2 ～ 3 16 ISL 
802.1Q

WS-SUP32-GE 9 1 1 ～ 9 16 ISL 
802.1Q

WS-X6K-S2U-MSFC2 
WS-X6K-S2-MSFC2

2 1 1 ～ 2 32 802.1Q

WS-X6704-10GE 4 4 各グループで 1 
つのポート

128 ISL 
802.1Q

WS-X6502-10GE 1 1 各グループで 1 
つのポート

32 802.1Q

WS-X6724-SFP 24 2 1 ～ 12 
13 ～ 24

128 ISL 
802.1Q

WS-X6816-GBIC 16 2 1 ～ 8 
9 ～ 16

32 802.1Q

WS-X6516A-GBIC 16 2 1 ～ 8 
9 ～ 16

32 802.1Q
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VLAN の設定
（注） ポートをトランクとして設定するには、「トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」
（p.13-9）を参照してください。

トランク ポート上の VLAN 変換の設定

トランク ポート上で VLAN を変換するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1649 を VLAN 755 ギガビット イーサネット ポート 5/2 にマッピングする例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 5/2 
Router(config-if)# switchport vlan mapping 1649 755 
Router(config-if)# end 
Router# 

WS-X6516-GBIC 16 2 1 ～ 8 
9 ～ 16

32 802.1Q

WS-X6748-GE-TX 48 4 1 ～ 12 
13 ～ 24 
25 ～ 36 
37 ～ 48

128 ISL 
802.1Q

WS-X6516-GE-TX 16 2 1 ～ 8 
9 ～ 16

32 802.1Q

WS-X6524-100FX-MM 24 1 1 ～ 24 32 ISL 
802.1Q

WS-X6548-RJ-45 48 1 1 ～ 48 32 ISL 
802.1Q

WS-X6548-RJ-21 48 1 1 ～ 48 32 ISL 
802.1Q

製品番号
ポート番
号

ポート  
グループ
番号

ポート  
グループ単位の 
ポート範囲 

ポート 
グループ
単位の 
変換

サポートされる  
VLAN 変換のト
ランクタイプ

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するレイヤ 2 トランク ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport vlan mapping enable VLAN 変換をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport vlan mapping 
original_vlan_ID translated_vlan_ID 

VLAN を他の VLAN に変換します。有効な範囲
は、1 ～ 4094 です。

Router(config-if)# no switchport vlan mapping 
{all | original_vlan_ID translated_vlan_ID} 

マッピングを削除します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show interface type1 slot/port vlan 
mapping 

VLAN マッピングを確認します。
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VLAN の設定 
次に、設定を確認する例を示します。

Router# show interface gigabitethernet 5/2 vlan mapping 
State: enabled
Original VLAN Translated VLAN
------------- ---------------
  1649           755 

ポート グループ内の他のポートでの VLAN 変換のイネーブル化

ポート グループ内の他のポートで、VLAN 変換をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ポートで VLAN 変換をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 5/2 
Router(config-if)# switchport vlan mapping enable 
Router(config-if)# end 
Router# 

802.1Q VLAN から ISL VLAN へのマッピング

ユーザ設定可能な ISL VLAN の有効範囲は、1 ～ 1001 と 1006 ～ 4094 です。IEEE 802.1Q 規格で
規定されている VLAN の有効範囲は、1 ～ 4094 です。802.1Q VLAN 番号を ISL VLAN 番号にマッ
ピングできます。

1 ～ 1001 および 1006 ～ 4094 の範囲の 802.1Q VLAN は、対応する ISL VLAN に自動的にマッピ
ングされます。シスコ製のネットワーク装置によって認識および転送されるように、予約済み 
VLAN 番号に対応する 802.1Q VLAN 番号を ISL VLAN にマッピングしておく必要があります。

802.1Q VLAN を ISL VLAN にマッピングする際、次の制約事項があります。

 • 802.1Q から ISL VLAN へのマッピングは 8 つまで設定できます。

 • 802.1Q VLAN は、イーサネット タイプの ISL VLAN にしかマッピングできません。

 • 802.1Q トランクのネイティブ VLAN をマッピング テーブルに入れないでください。

 • 802.1Q VLAN を ISL VLAN にマッピングすると、マッピングした ISL VLAN に対応する 
802.1Q VLAN 上のトラフィックはブロックされます。たとえば、802.1Q VLAN 1007 を ISL 
VLAN 200 にマッピングした場合、802.1Q VLAN 200 上のトラフィックがブロックされます。

 • VLAN マッピングは、各 スイッチでローカルに適用されます。該当するすべてのネットワー
ク装置には、必ず同じ VLAN マッピングを設定してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport vlan mapping enable VLAN 変換をイネーブルにします。

Router(config-if)# no switchport vlan mapping 
enable 

VLAN 変換をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show interface type1 slot/port vlan 
mapping 

VLAN マッピングを確認します。
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VLAN の設定
802.1Q VLAN を ISL VLAN にマッピングするには、次の作業を行います。

次に、802.1Q VLAN 1003 を ISL VLAN 200 にマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan mapping dot1q 1003 isl 200 
Router(config)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show vlan 

（テキスト出力は省略）
802.1Q Trunk Remapped VLANs:
802.1Q VLAN    ISL VLAN
-----------   -----------
   1003          200 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan mapping dot1q dot1q_vlan_ID 
isl isl_vlan_ID 

802.1Q VLAN を ISL イーサネット VLAN にマッ
ピングします。dot1q_vlan_ID の有効範囲は 1001 
～ 4094 です。isl_vlan_ID の有効範囲も同じです。

Router(config)# no vlan mapping dot1q {all | 
dot1q_vlan_ID} 

マッピングを削除します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show vlan VLAN マッピングを確認します。
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プライベート VLAN の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で プライベート VLAN を設定する手順について説
明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • V プライベート VLAN の概要（p.18-1）
 • プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項（p.18-6）
 • プライベート VLAN の設定（p.18-11）
 • プライベート VLAN のモニタ（p.18-17）

V プライベート VLAN の概要 
ここでは、プライベート VLAN の機能について説明します。

 • プライベート VLAN ドメイン（p.18-2）
 • プライベート VLAN ポート（p.18-3）
 • プライマリ、独立、およびコミュニティ VLAN（p.18-3）
 • プライベート VLAN ポートの独立（p.18-4）
 • プライベート VLAN による IP アドレッシング方式（p.18-4）
 • 複数にまたがるプライベート VLAN スイッチ（p.18-5）
 • プライベート VLAN の他の機能との相互作用（p.18-5）
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V プライベート VLAN の概要
プライベート VLAN ドメイン

プライベート VLAN 機能では、サービス プロバイダー が VLAN を使用する際に直面する 2 つの
問題を対処します。

 • スイッチは、 大 4096 の VLAN をサポートします。サービス プロバイダーがカスタマーご
とに 1 つの VLAN を割り当てる場合、サポートできるカスタマー数は制限されます。

 • IP ルーティングをイネーブルにするには、各 VLAN にサブネット アドレス空間またはアド
レス ブロックを割り当てます。これにより未使用の IP アドレスが無駄になり、IP アドレス
の管理に問題が生じます。

プライベート VLAN を使用することにより、スケーラビリティの問題は解決され、サービス プ
ロバイダーにとっては IP アドレスの管理が便利になり、カスタマーにはレイヤ 2 セキュリティが
提供されます。

プライベート VLAN 機能により、VLAN のレイヤ 2 ブロードキャスト ドメインはサブドメインに
分割されます。サブドメインは、プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN という 1 つの プラ
イベート VLAN ペアです。プライベート VLAN ドメインには、複数のプライベート VLAN ペア
が設定可能で、各サブドメインに 1 つのペアとなります。プライベート VLAN ドメイン内のすべ
ての VLAN ペアは、同じプライマリ VLAN を共有します。セカンダリ VLAN ID では、あるサブ
ドメインを他のサブドメインと区別します（図 18-1 を参照）。

図 18-1 プライベート VLAN のドメイン

プライベート VLAN ドメインには、プライマリ VLAN を 1 つだけ設定できます。プライベート 
VLAN ドメイン内のすべてのポートは、プライマリ VLAN のメンバーです。言い換えると、プラ
イマリ VLAN はプライベート VLAN ドメイン全体となります。

セカンダリ VLAN は、同じ プライベート VLAN ドメイン内のポート間をレイヤ 2 で分離します。
セカンダリ VLAN には、次の 2 種類があります。

 • 独立 VLAN — 独立 VLAN 内のポートは、レイヤ 2 レベルで相互に通信できません。
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V プライベート VLAN の概要  
 • コミュニティ VLAN — コミュニティ VLAN 内のポートは、相互に通信できますが、レイヤ 2 
レベルの他のコミュニティ上のポートとは通信できません。

プライベート VLAN ポート

プライベート VLAN ポートには 3 つの種類があります。

 • 無差別 — 無差別 ポートはプライマリ VLAN に属し、プライマリ VLAN に対応付けられてい
るセカンダリ VLAN に属するコミュニティ ホスト ポートおよび独立ホスト ポートなどの、
すべてのインターフェイスと通信できます。

 • 独立 — 独立ポートは、独立セカンダリ VLAN に属するホスト ポートです。このポートは、
無差別ポート以外の、同じプライベート VLAN ドメイン内の他のポートからレイヤ 2 で完全
に分離されています。プライベート VLAN は、無差別ポートからのトラフィックを除き、独
立ポート宛のトラフィックをすべてブロックします。独立ポートから受信されたトラフィッ
クは、無差別ポートにのみ転送されます。

 • コミュニティ — コミュニティ ポートは、コミュニティ セカンダリ VLAN に属するホスト 
ポートです。コミュニティ ポートは、同じコミュニティ VLAN 内の他のポートおよび無差別
ポートと通信します。これらのインターフェイスは、他のコミュニティの他のすべてのイン
ターフェイスおよびプライベート VLAN ドメイン内の独立ポートからレイヤ 2 で分離されて
います。

（注） トランクは独立ポート、コミュニティ ポート、および無差別ポート間でトラフィッ
クを伝達する VLAN をサポートできます。したがって、独立ポートおよびコミュニ
ティ ポートのトラフィックはトランク インターフェイスを介してスイッチに送受信
できます。

プライマリ、独立、およびコミュニティ VLAN
プライマリ VLAN および 2 種類のセカンダリ VLAN（独立 VLAN およびコミュニティ VLAN）に
は、次の特性があります。

 • プライマリ VLAN — プライマリ VLAN は、単一方向のトラフィックのダウンストリームを
無差別ポートから（独立およびコミュニティ）ホスト ポートおよび他の無差別ポートに伝送
します。

 • 独立 VLAN — プライベート VLAN ドメインの独立 VLAN は、1 つだけです。独立 VLAN は、
単一方向のトラフィックのアップストリームをホストから無差別ポートおよびゲートウェイ
に伝送するセカンダリ VLAN です。

 • コミュニティ VLAN — コミュニティ VLAN は、アップストリーム トラフィックをコミュニ
ティ ポートから無差別ポート ゲートウェイおよび同じコミュニティ内の他のホスト ポート
に伝送するセカンダリ VLAN です。1 つのプライベート VLAN ドメイン内に複数のコミュニ
ティ VLAN を設定できます。

無差別ポートでは、1 つのプライマリ VLAN、1 つの独立 VLAN、および複数のコミュニティ 
VLAN のみを処理できます。レイヤ 3 ゲートウェイは、通常無差別ポート経由でスイッチに接続
されます。無差別ポートを使用すると、さまざまな装置を「アクセス ポイント」としてプライ
ベート VLAN に接続できます。たとえば、無差別ポートを使用すると、管理ワークステーション
からすべてのプライベート VLAN サーバをモニタ、またはバックアップできます。

スイッチング環境では、個々のエンド ステーションに、または共通グループのエンド ステー
ションに、個別のプライベート VLAN や、関連する IP サブネットを割り当てることができます。
エンド ステーションが、プライベート VLAN の外部と通信するには、デフォルト ゲートウェイ
のみと通信する必要があります。
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V プライベート VLAN の概要
プライベート VLAN ポートの独立

プライベート VLAN を使用すると、エンド ステーションへのアクセスを次のように制御できま
す。

 • エンド ステーションに接続された特定のインターフェイスを独立ポートとして設定すると、
レイヤ 2 での通信が禁止されます。たとえば、エンド ステーションがサーバの場合は、サー
バ間のレイヤ 2 通信が禁止されます。

 • デフォルト ゲートウェイおよび選択されたエンド ステーション（たとえば、バックアップ 
サーバなど）に接続されたインターフェイスを無差別ポートとして設定すると、すべてのエ
ンド ステーションがデフォルト ゲートウェイにアクセスできます。

複数の装置にわたるようにプライベート VLAN を拡張するには、プライマリ VLAN、独立 
VLAN、およびコミュニティ VLAN を、プライベート VLAN をサポートする他の装置にトランキ
ングします。使用するプライベート VLAN の設定のセキュリティを確保して、プライベート 
VLAN として設定された VLAN が他の目的に使用されないようにするには、プライベート VLAN 
ポートがない装置を含めて、すべての中間装置でプライベート VLAN を設定します。

プライベート VLAN による IP アドレッシング方式

カスタマーごとに個別の VLAN を割り当てると、次のように IP アドレッシング方式が非効率的
になります。

 • カスタマー VLAN に アドレス ブロックを割り当てると、未使用の IP アドレスが生じます。

 • VLAN 内の装置数が増加した場合、割り当てられるアドレス数はそれに対応できるほど多く
はない場合があります。

これらの問題は、プライベート VLAN を使用することで軽減されます。この場合、プライベート 
VLAN 内のすべてのメンバーは、プライマリ VLAN に割り当てられる共通のアドレス空間を共有
します。ホストはセカンダリ VLAN に接続され、DHCP サーバが プライマリ VLAN に割り当て
られたアドレス ブロックから IP アドレスを割り当てます。同じプライマリ VLAN 内の別のセカ
ンダリ VLAN 内のカスタマー装置に後続の IP アドレスを割り当てられます。新しい装置が追加
された場合、DHCP サーバはサブネット アドレスの大きなプールから次に使用可能なアドレスを
装置に割り当てます。
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V プライベート VLAN の概要  
複数にまたがるプライベート VLAN スイッチ

通常の VLAN と同様に、プライベート VLAN を複数のスイッチにまたがるように設定できます。
トランク ポートはプライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN を近接スイッチに伝送します。ト
ランク ポートは、プライベート VLAN を他の VLAN として扱います。複数のスイッチにまたが
るプライベート VLAN の機能では、スイッチ A の独立ポートからのトラフィックは、スイッチ B 
の独立ポートに到達しません（図 18-2 を参照）。

図 18-2 プライベート VLAN スイッチ

VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）は、プライベート VLAN をサ
ポートしないため、レイヤ 2 ネットワークのすべてのスイッチではプライベート VLAN を手動で
設定する必要があります。ネットワーク内の一部のスイッチにプライマリ VLAN とセカンダリ 
VLAN のアソシエーションを設定しない場合、これらのスイッチ内のレイヤ 2 データベースは結
合されません。この状況により、これらのスイッチ上のプライベート VLAN トラフィックが不要
にフラッディングする可能性があります。

プライベート VLAN の他の機能との相互作用

ここでは、プライベート VLAN の他の機能との相互作用について説明します。

 • プライベート VLAN とユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャスト トラフィッ
ク（p.18-6）

 • プライベート VLAN および SVI（p.18-6）
「プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項」（p.18-6）を参照してください。
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第 18 章      プライベート VLAN の設定          

プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項
プライベート VLAN とユニキャスト、ブロードキャスト、およびマルチキャスト トラ
フィック 

通常の VLAN では、同じ VLAN 内の装置はレイヤ 2 レベルで相互に通信できますが、異なる 
VLAN のインターフェイスに接続されている装置とは、レイヤ 3 レベルで通信する必要がありま
す。プライベート VLAN では、無差別ポートはプライマリ VLAN のメンバーで、ホスト ポート
はセカンダリ VLAN に属しています。セカンダリ VLAN はプライマリ VLAN に関連付けられて
いるため、これらの VLAN のメンバーはレイヤ 2 レベルで相互に通信できます。

通常の VLAN では、ブロードキャストはその VLAN 内のすべてのポートに転送されます。プラ
イベート VLAN のブロードキャスト転送は、ブロードキャストを送信するポートにより異なりま
す。

 • 独立ポートは、ブロードキャストを無差別ポートまたはトランク ポートにのみ送信します。

 • コミュニティ ポートは、ブロードキャストをすべての無差別ポート、トランク ポート、およ
び同じコミュニティ VLAN 内のポートに送信します。

 • 無差別ポートは、ブロードキャストをプライベート VLAN 内のすべてのポート（他の無差別
ポート、トランク ポート、独立ポート、およびコミュニティ ポート）に送信します。

マルチキャスト トラフィックは、プライベート VLAN 境界を越えて、単一のコミュニティ 
VLAN 内でルーティングまたはブリッジングされます。マルチキャスト トラフィックは、同じ独
立 VLAN 内のポート間または異なるセカンダリ VLAN 内のポート間で転送されません。

プライベート VLAN および SVI
スイッチ Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）は、レイヤ 2 VLAN のレイヤ 3 
インターフェイスです。レイヤ 3 装置は、セカンダリ VLAN ではなく、プライマリ VLAN を介し
てのみプライベート VLAN と通信します。プライマリ VLAN に対してのみ、レイヤ 3 VLAN SVI 
を設定します。セカンダリ VLAN 用にレイヤ 3 VLAN インターフェイスを設定しないでくださ
い。VLAN がセカンダリ VLAN として設定されている場合、セカンダリ VLAN の SVI は非アク
ティブです。

 • アクティブな SVI が設定された VLAN をセカンダリ VLAN として設定しようとする場合、
SVI をディセーブルにしなければ設定は許可されません。

 • セカンダリ VLAN として設定されている VLAN 上に SVI を作成しようとした場合、セカンダ
リ VLAN がレイヤ 3 ですでにマッピングされていると、SVI は作成されず、エラーが返され
ます。SVI がレイヤ 3 でマッピングされていない場合、SVI は作成されますが、自動的に
シャット ダウンされます。

プライマリ VLAN がセカンダリ VLAN に関連付けられていて、マッピングされている場合、プ
ライマリ VLAN 上のすべての設定はセカンダリ VLAN の SVI に伝播されます。たとえば、プラ
イマリ VLAN の SVI に IP サブネットを割り当てる場合、このサブネットはプライベート VLAN 
全体の IP サブネット アドレスとなります。

プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項
プライベート VLAN の設定時の注意事項の内容は、次のとおりです。

 • セカンダリ VLAN およびプライマリ VLAN の設定（p.18-7）
 • プライベート VLAN ポートの設定（p.18-9）
 • 他の機能との制限事項（p.18-9）
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第 18 章      プライベート VLAN の設定

プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項  
セカンダリ VLAN およびプライマリ VLAN の設定

プライベート VLAN を設定する場合、次の注意事項を考慮してください。

 • プライベート VLAN を設定して、VTP を透過モードに設定したあとは、VTP モードをクライ
アントまたはサーバに変更できません。VTP の詳細については、第 16 章「VTP の設定」 を参
照してください。

 • プライベート VLAN を設定するには、VLAN コンフィギュレーション（config-vlan）モード
を使用する必要があります。VLAN データベース コンフィギュレーション モードの場合は、
プライベート VLAN を設定できません。VLAN 設定の詳細については、「VLAN の設定方法」

（p.17-9）を参照してください。

 • プライベート VLAN を設定後、copy running-config startup config  特権 EXEC コマンドを使用
して、VTP 透過モード設定およびプライベート VLAN 設定を startup-config ファイルに保存し
ます。スイッチをリセットした場合は、プライベート VLAN をサポートするため、デフォル
トの VTP 透過モードにする必要があります。

 • VTP は、プライベート VLAN 設定を伝播しません。プライベート VLAN ポートを使用する装
置ごとに、プライベート VLAN を設定する必要があります。

 • VLAN 1 または VLAN 1002 ～ 1005 をプライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN として設定
できません。拡張 VLAN（VLAN ID 1006 ～ 4094）は、プライベート VLAN に属することが
できます。プライベート VLAN にできるのは、イーサネット VLAN に限られます。

 • プライマリ VLAN には、1 つの独立 VLAN および複数のコミュニティ VLAN を関連付けるこ
とができます。独立またはコミュニティ VLAN には、1 つのプライマリ VLAN のみを関連付
けることができます。

 • セカンダリ VLAN がプライマリ VLAN に関連付けられている場合、プライマリ VLAN の 
Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）パラメータ（ブリッジ プライオ
リティなど）はセカンダリ VLAN に伝播されます。ただし、他の装置に STP パラメータを伝
播する必要はありません。VLAN が同一の転送データベースを適切に共有できるように、プ
ライマリ、独立、およびコミュニティ VLAN のスパニング ツリー トポロジの一致を確認す
るには、STP 設定を手動で検証する必要があります。

 • スイッチの MAC アドレス リダクション機能をイネーブルにする場合は、プライベート 
VLAN の STP トポロジが一致するように、ネットワーク内のすべての装置の MAC アドレス 
リダクション機能をイネーブルにするよう推奨します。

 • プライベート VLAN が設定されているネットワーク内で、一部の装置の MAC アドレス リダ
クション機能をイネーブルにし、他の装置でディセーブルにした場合は（混在環境）、プラ
イマリ VLAN や、関連付けられたすべての独立 VLAN およびコミュニティ VLAN に対して
ルート ブリッジが共通となるように、デフォルトのブリッジ プライオリティを使用します。
MAC アドレス リダクション機能がシステム上でイネーブルであるかどうかに関係なく、こ
の機能の対象範囲に矛盾がないようにしてください。MAC アドレス リダクション機能では
個々のレベルのみが許可されています。すべての中間値は、範囲として内部的に使用されま
す。プライベート VLAN および MAC アドレス リダクション機能を持つルート ブリッジを
ディセーブルにし、ルート ブリッジとする装置に、ルート ブリッジ以外で使用される も高
いプライオリティの範囲よりもさらに高いプライオリティを設定する必要があります。

 • セカンダリ VLAN には VACL を適用できません（第 43 章「PACL および VACL の設定」 を参
照）。

 • DHCP スヌーピングはプライベート VLAN 上でイネーブルにできます。プライマリ VLAN で 
DHCP スヌーピングをイネーブルにする場合、セカンダリ VLAN に伝播されます。セカンダ
リ VLAN で DHCP を設定する際、その設定がプライマリ VLAN ですでに設定されている場合
有効になりません。

 • プライベート VLAN でトラフィックを伝送しない装置のトランクから、プライベート VLAN 
をプルーニングすることを推奨します。
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第 18 章      プライベート VLAN の設定          

プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項
 • プライマリ VLAN、独立 VLAN、およびコミュニティ VLAN には、別々の QoS（Quality of 
Service）を適用できます（第 36 章「PFC QoS の設定」 を参照）。

 • プライベート VLAN を設定する場合に、sticky Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解
決プロトコル）がデフォルトでイネーブルとなり、レイヤ 3 プライベート VLAN インター
フェイスで学習される ARP エントリは、sticky ARP エントリになります。セキュリティ上の
理由から、プライベート VLAN ポートの sticky ARP エントリには期限切れがありません。
sticky ARP の設定については、「sticky ARP の設定」（p.44-18）を参照してください。

 • プライベート VLAN インターフェイスの ARP エントリを表示して確認することを推奨しま
す。

 • sticky ARP は、ARP エントリ（IP アドレス、MAC アドレス、および送信元 VLAN）が期限切
れしないようにすることにより、MAC アドレス スプーフィングを防ぎます。スティック 
ARP はインターフェイス単位で設定できます。sticky ARP の設定については、「sticky ARP の
設定」（p.44-18）を参照してください。プライベート VLAN sticky ARP には、次の注意事項
および制約事項が適用されます。

 – レイヤ 3 プライベート VLAN インターフェイスで学習される ARP エントリは、sticky 
ARP エントリです。

 – MAC アドレスは違っても、IP アドレスが同じ装置を接続すると、メッセージが表示さ
れ、ARP エントリは作成されません。

 – プライベート VLAN ポートの sticky ARP エントリには期限がないため、MAC アドレスが
変更された場合は、プライベート VLAN ポートの ARP エントリを手動で削除する必要が
あります。プライベート VLAN の ARP エントリを手動で追加または削除する方法は、次
のとおりです。

Router(config)# no arp 11.1.3.30 
IP ARP:Deleting Sticky ARP entry 11.1.3.30

Router(config)# arp 11.1.3.30 0000.5403.2356 arpa 
IP ARP:Overwriting Sticky ARP entry 11.1.3.30, hw:00d0.bb09.266e by 
hw:0000.5403.2356

 • プライマリ VLAN およびセカンダリ VLAN では VLAN マップを設定できます（「VLAN アク
セス マップの適用」[p.43-13]  を参照）。ただし、プライベート VLAN のプライマリ VLAN と
セカンダリ VLAN には、同じ VLAN マップを設定することを推奨します。

 • フレームがプライベート VLAN 内でレイヤ 2 転送される場合、入力側と出力側で同じ VLAN 
マップが適用されます。フレームがプライベート VLAN の内側から外部ポートにルーティン
グされる場合、プライベート VLAN マップは入力側で適用されます。

 – ホスト ポートから無差別ポートへのアップストリームで送信されるフレームの場合、セ
カンダリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

 – 無差別ポートからホスト ポートへのダウンストリームで送信されるフレームの場合、プ
ライマリ VLAN で設定された VLAN マップが適用されます。

プライベート VLAN の特定の IP トラフィックをフィルタリングするには、プライマリ VLAN 
とセカンダリ VLAN の両方に VLAN マップを適用する必要があります。

 • 発信されるすべてのプライベート VLAN トラフィックに Cisco IOS 出力 ACL を適用するに
は、プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイス上でこの ACL を設定します（第 
40 章「ネットワーク セキュリティの設定」 を参照）。

 • プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスに適用された Cisco IOS ACL は、関連
する独立 VLAN およびコミュニティ VLAN にも自動的に適用されます。

 • Cisco IOS ACL を独立 VLAN またはコミュニティ VLAN には適用しないでください。独立 
VLAN およびコミュニティ VLAN に適用される Cisco IOS ACL の設定は、VLAN がプライ
ベート VLAN の設定に含まれている場合、非アクティブです。

 • プライベート VLAN がレイヤ 2 でホストを独立していても、ホストはレイヤ 3 で相互に通信
できます。
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第 18 章      プライベート VLAN の設定

プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項  
 • プライベート VLAN では、次の Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライ
ザ）機能をサポートしています。

 – プライベート VLAN ポートを SPAN 送信元ポートとして設定できます。

 – プライマリ VLAN、独立 VLAN、およびコミュニティ VLAN 上で VLAN-based SPAN
（VSPAN）を使用したり、単一の VLAN 上で SPAN を使用したりして、出力トラフィッ
クまたは入力トラフィックを個別にモニタできます。

 – SPAN の詳細については、第 57 章「ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定」 
を参照してください。

プライベート VLAN ポートの設定

プライベート VLAN ポートを設定する場合、次の注意事項を考慮してください。

 • ポートをプライマリ VLAN、独立 VLAN、またはコミュニティ VLAN に割り当てる場合は、
プライベート VLAN コンフィギュレーション コマンドのみを使用します。プライマリ 
VLAN、独立 VLAN、またはコミュニティ VLAN として設定する VLAN に割り当てられてい
るレイヤ 2 アクセス ポートは、この VLAN がプライベート VLAN の設定に含まれている場
合、非アクティブです。レイヤ 2 トランク インターフェイスは STP フォワーディング ステー
トのままです。

 • Port Aggregation Protocol（PAgP）または Link Aggregation Control Protocol（LACP）
EtherChannel に属するポートを、プライベート VLAN ポートとして設定しないでください。
ポートがプライベート VLAN の設定に含まれている間は、そのポートの EtherChannel 設定は
非アクティブです。

 • 設定ミスによって STP ループが発生しないようにするため、および STP コンバージェンスを
高速化するためには独立ホスト ポートおよびコミュニティ ホスト ポート上で PortFast および 
Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）ガードをイネーブル
にします（第 23 章「オプションの STP 機能の設定」 を参照）。STP をイネーブルに設定する
と、STP によってすべての PortFast 設定済みレイヤ 2 LAN ポートに BPDU ガード機能が適用
されます。無差別ポートでは、PortFast および BPDU をイネーブルにしないでください。

 • プライベート VLAN の設定で使用される VLAN を削除すると、この VLAN に関連付けられ
たプライベート VLAN ポートが非アクティブになります。

 • プライベート VLAN ポートは、ネットワーク装置をトランク接続し、トランクからプライマ
リ VLAN およびセカンダリ VLAN が削除されていないかぎりさまざまなネットワーク装置上
で使用できます。

 • プライベート VLAN 内で関連付けられているすべてのプライマリ、独立、およびコミュニ
ティ VLAN は、トランク間で同じトポロジを維持する必要があります。同じトポロジを維持
するためには、関連付けられた VLAN すべてで、同じ STP ブリッジ パラメータおよびトラ
ンク ポート パラメータを設定することを強く推奨します。

他の機能との制限事項

プライベート VLAN を設定する場合、次の他の機能との設定上の制限事項を考慮してください。

（注） 場合によっては、エラー メッセージなしで設定が受け入れられますが、コマンドは無効になりま
す。

 • プライベート VLAN が設定されたスイッチでは、代替ブリッジングを設定しないでくださ
い。
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プライベート VLAN 設定時の注意事項および制約事項
 • ポートが現在プライベート VLAN モードで、そのプライベート VLAN 設定では、ポートがプ
ライマリ、独立、またはコミュニティ ポートであると示されている場合、ポートはプライ
ベート VLAN 機能によってのみ影響されます。ポートがそれ以外のモード（Dynamic 
Trunking Protocol [DTP; ダイナミック トランキング プロトコル ] など）の場合、プライベート 
ポートとして機能しません。

 • 次のその他の機能が設定されているインターフェイスに、プライベート VLAN ポートを設定
しないでください。

 – PAgP
 – LACP

 – 音声 VLAN
 • プライベート VLAN ポートに IEEE 802.1x ポートベース認証を設定できますが、802.1x を

ポート セキュリティ、音声 VLAN、またはユーザ単位 ACL と一緒にプライベート VLAN 
ポートに設定しないでください。

 • IEEE 802.1q マッピングは、通常どおり動作します。トラフィックは設定のとおり dot1Q ポー
トとの間で、Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）VLAN から受信したかのように、再
マッピングされます。

 • Remote SPAN（RSPAN）VLAN をプライベート VLAN のプライマリ VLAN またはセカンダリ 
VLAN として設定しないでください。SPAN の詳細については、第 57 章「ローカル SPAN、
RSPAN、および ERSPAN の設定」 を参照してください。

 • プライベート VLAN ホストまたは無差別ポートは、SPAN 宛先ポートにはできません。
SPAN 宛先ポートをプライベート VLAN ポートとして設定した場合、ポートは非アクティブ
となります。

 • 宛先 SPAN ポートを、独立ポートにしないでください（ただし、送信元 SPAN ポートは独立
ポートにできます）。VSPAN は、プライマリ VLAN またはセカンダリ VLAN の両方にまたが
るように設定できます。またはユーザが入力トラフィックか出力トラフィックにのみ関係す
る場合は、いずれか 1 つを補うように設定することもできます。

 • Supervisor Engine 1 でプロトコル フィルタリングがイネーブルである場合、プライベート 
VLAN ポートの必要な Local Target Logic（LTL）バケットすべてを適切なセカンダリ VLAN 
インデックスを使用してプログラミングする必要があります。

 • 異なる VLAN 間でショートカットを使用する場合（これらの VLAN のいずれかがプライベー
トである場合）、プライマリ VLAN と独立 VLAN、コミュニティ VLAN の両方を考慮してく
ださい。セカンダリ VLAN（実際の送信元）は常にレイヤ 2 FID テーブルのプライマリ 
VLAN に再マッピングされるため、プライマリ VLAN を宛先および仮想送信元の両方として
使用する必要があります。

 • プライマリ VLAN の無差別ポート上でスタティック MAC アドレスを設定する場合は、すべ
ての関連するセカンダリ VLAN にこれと同じスタティック アドレスを追加する必要がありま
す。セカンダリ VLAN のホスト ポート上でスタティック MAC アドレスを設定する場合は、
関連するプライマリ VLAN にこれと同じスタティック MAC アドレスを追加する必要があり
ます。プライベート VLAN ポートからスタティック MAC アドレスを削除した場合は、設定
されている MAC アドレスのすべてのインスタンスをプライベート VLAN から削除する必要
があります。

（注） プライベート VLAN の 1 つの VLAN で学習されたダイナミック MAC アドレスは、関
連する VLAN に複製されます。たとえば、セカンダリ VLAN で学習された MAC アド
レスはプライマリ VLAN に複製されます。元のダイナミック MAC アドレスが削除さ
れるか、期限切れになった場合は、複製されたアドレスは MAC アドレス テーブルか
ら削除されます。
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プライベート VLAN の設定  
 • プライベート VLAN ポートを EtherChannel として設定しないでください。ポートがプライ
ベート VLAN の設定に含まれている間は、そのポートの EtherChannel 設定は非アクティブで
す。

 • 12 ポートのグループをセカンダリ ポートとして設定する場合は、いくつかの制限事項が適用
されます。

「12 ポート制限」が次の 10 Mb、10/100 Mb、100 Mb イーサネット スイッチング モジュール
に適用されます。WS-X6324-100FX、WS-X6348-RJ-45、WS-X6348-RJ-45V、
WS-X6348-RJ-21V、WS-X6248-RJ-45、WS-X6248A-TEL、WS-X6248-TEL、WS-X6148-RJ-45、
WS-X6148-RJ-45V、WS-X6148-45AF、WS-X6148-RJ-21、WS-X6148-RJ-21V、
WS-X6148-21AF、WS-X6024-10FL-MT 
12 のポートからなるグループ（1 ～ 12、13 ～ 24、25 ～ 36、37 ～ 48）内のポートの 1 つが以
下のいずれかである場合は、ポートを独立ポートまたはコミュニティ VLAN ポートとして設
定しないでください。

 – トランク ポート 
 – SPAN 宛先ポート 
 – 無差別プライベート VLAN ポート 
 – CSCsb44185 が解決されているリリースの、switchport mode dynamic auto または 

switchport mode dynamic desirable コマンドで設定されているポート 
12 のポートの 1 つが上記のいずれかの場合、および上記の特性がある場合、他の 11 のポー
トの独立またはコミュニティ VLAN 設定は非アクティブです。これらのポートを再びアク
ティブにするには、独立 VLAN ポートまたはコミュニティ VLAN ポートの設定を削除して、
shutdown および no shutdown コマンドを入力します。

 • 24 ポートのグループをセカンダリ ポートとして設定する場合は、いくつかの制限事項が適用
されます。

すべてのリリースで、「24 ポート制限」が WS-X6548-GE-TX および WS-X6148-GE-TX 
10/100/1000 Mb イーサネット スイッチング モジュールに適用されます。

24 のポートからなるグループ（1 ～ 24、25 ～ 48）内のポートの 1 つが以下のいずれかである
場合は、ポートを独立ポートまたはコミュニティ VLAN ポートとして設定しないでくださ
い。

 – トランク ポート

 – SPAN 宛先ポート

 – 無差別プライベート VLAN ポート

 – CSCsb44185 が解決されているリリースの、switchport mode dynamic auto または 
switchport mode dynamic desirable コマンドで設定されているポート

24 のポートの 1 つが上記のいずれかの場合、および上記の特性がある場合、他の 23 のポー
トの独立またはコミュニティ VLAN 設定は非アクティブです。これらのポートを再びアク
ティブにするには、独立 VLAN ポートまたはコミュニティ VLAN ポートの設定を削除して、
shutdown および no shutdown コマンドを入力します。

プライベート VLAN の設定
ここでは、次の設定情報について説明します。

 • プライベート VLAN としての VLAN の設定（p.18-12）
 • セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の関連付け（p.18-13）
 • プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダリ VLAN のマッピング

（p.18-14）
 • プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定（p.18-15）
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プライベート VLAN の設定
 • プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイスの設定（p.18-16）

（注） VLAN がまだ定義されていない場合は、プライベート VLAN の設定プロセスを実行して、VLAN 
を定義します。

プライベート VLAN としての VLAN の設定

VLAN をプライベート VLAN として設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 202 をプライマリ VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan 202 
Router(config-vlan)# private-vlan primary 
Router(config-vlan)# end 
Router# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary

次に、VLAN 303 をコミュニティ VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan 303 
Router(config-vlan)# private-vlan community 
Router(config-vlan)# end 
Router# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202               primary
        303       community 

次に、VLAN 440 を独立 VLAN として設定し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan 440 
Router(config-vlan)# private-vlan isolated 
Router(config-vlan)# end 
Router# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan vlan_ID VLAN コンフィギュレーション サブモードを開
始します。

ステップ 2 Router(config-vlan)# private-vlan {community | 
isolated | primary}

VLAN をプライベート VLAN として設定します。

Router(config-vlan)# no private-vlan {community | 
isolated | primary}

プライベート VLAN の設定を消去します。

（注） これらのコマンドは、VLAN コンフィ
ギュレーション サブモードを終了するま
で有効になりません。

ステップ 3 Router(config-vlan)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show vlan private-vlan [type] 設定を確認します。
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プライベート VLAN の設定  
202               primary
        303       community 
        440       isolated 

セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の関連付け

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けるには、次の作業を行います。

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN と関連付ける際、次の情報に注意してください。

 • secondary_vlan_list パラメータにはスペースを入れないでください。カンマで区切って複数の
項目を入力できます。各項目として入力できるのは、単一のプライベート VLAN ID、または
ハイフンで連結したプライベート VLAN ID の範囲です。

 • secondary_vlan_list パラメータには、複数のコミュニティ VLAN ID を入れることができます。

 • secondary_vlan_list パラメータには、1 つの独立 VLAN ID を入れることができます。

 • セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付けるには、secondary_vlan_list を入力するか、
または secondary_vlan_list を指定して add キーワードを使用します。

 • セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の関連付けを消去するには、secondary_vlan_list を指
定して remove キーワードを使用します。

 • これらのコマンドは、VLAN コンフィギュレーション サブモードを終了するまで有効になり
ません。

次に、コミュニティ VLAN 303 ～ 307、309、および独立 VLAN 440 をプライマリ VLAN 202 に関
連付けて、設定を確認する方法を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan 202 
Router(config-vlan)# private-vlan association 303-307,309,440 
Router(config-vlan)# end 
Router# show vlan private-vlan 

Primary Secondary Type              Interfaces
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
202     303       community 
202     304       community 
202     305       community 
202     306       community 
202     307       community 
202     309       community 
202     440       isolated 
        308       community 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan primary_vlan_ID プライマリ VLAN の VLAN コンフィギュレー
ション サブモードを開始します。

ステップ 2 Router(config-vlan)# private-vlan association 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list | 
remove secondary_vlan_list} 

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN に関連付
けます。

Router(config-vlan)# no private-vlan association セカンダリ VLAN の関連付けをすべて消去しま
す。

ステップ 3 Router(config-vlan)# end VLAN コンフィギュレーション モードを終了し
ます。

ステップ 4 Router# show vlan private-vlan [type] 設定を確認します。
18-13
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 18 章      プライベート VLAN の設定          

プライベート VLAN の設定
プライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスへのセカンダ
リ VLAN のマッピング

（注） 独立 VLAN およびコミュニティ VLAN は、ともにセカンダリ VLAN と呼ばれます。

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスにマッピングして、プ
ライベート VLAN 入力トラフィックのレイヤ 3 スイッチングを可能にするには、次の作業を行い
ます。

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスにマッピングする際
は、次の情報に注意してください。

 • private-vlan mapping インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、レイヤ 3 ス
イッチングされるプライベート VLAN 入力トラフィックにだけ作用します。

 • secondary_vlan_list パラメータにはスペースを入れないでください。カンマで区切って複数の
項目を入力できます。各項目として入力できるのは、単一のプライベート VLAN ID、または
ハイフンで連結したプライベート VLAN ID の範囲です。

 • セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN にマッピングするには、secondary_vlan_list パラメー
タを入力するか、または secondary_vlan_list を指定して add キーワードを使用します。

 • セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間のマッピングを消去するには、secondary_vlan_list 
パラメータを指定して remove キーワードを使用します。

次に、プライベート VLAN 303 ～ 307、309、および 440 からのセカンダリ VLAN 入力トラフィッ
クのルーティングを許可して、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface vlan 202 
Router(config-if)# private-vlan mapping add 303-307,309,440 
Router(config-if)# end 
Router# show interfaces private-vlan mapping 
Interface Secondary VLAN Type
--------- -------------- -----------------
vlan202   303            community
vlan202   304            community
vlan202   305            community
vlan202   306            community
vlan202   307            community
vlan202   309            community
vlan202   440            isolated

Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan primary_vlan_ID プライマリ VLAN のインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# private-vlan mapping 
{secondary_vlan_list | add secondary_vlan_list | 
remove secondary_vlan_list}

セカンダリ VLAN をプライマリ VLAN のレイヤ 3 
VLAN インターフェイスにマッピングして、プラ
イベート VLAN 入力トラフィックのレイヤ 3 ス
イッチングを可能にします。

Router(config-if)# [no] private-vlan mapping セカンダリ VLAN とプライマリ VLAN の間の
マッピングを消去します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show interface private-vlan mapping 設定を確認します。
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プライベート VLAN の設定  
プライベート VLAN ホスト ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイ
スの設定

レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN ホスト ポートとして設定するには、次の作業
を行います。

次に、インターフェイス FastEthernet 5/1 をプライベート VLAN ホスト ポートとして設定して、
設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# switchport mode private-vlan host 
Router(config-if)# switchport private-vlan host-association 202 303 
Router(config-if)# end 
Router# show interfaces fastethernet 5/1 switchport 
Name: Fa5/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan host
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

 • LAN ポートをレイヤ 2 インターフェイスとし
て設定するには、キーワードを指定せずに 
switchport コマンドを 1 度入力する必要があ
ります。そのあとで、switchport コマンドを
キーワードと入力します。

 • インターフェイスに対して switchport コマン
ドを一度も入力していない場合に限り、必須
です。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous}

レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN ホスト 
ポートとして設定します。

Router(config-if)# no switchport mode 
private-vlan 

プライベート VLAN ポートの設定を消去します。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport private-vlan 
host-association primary_vlan_ID 
secondary_vlan_ID 

レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN と関連付
けます。

（注） VLAN のロックがイネーブルになってい
る場合は、VLAN の番号の代わりに 
VLAN の名前を入力します。詳細につい
ては、「VLAN ロック」（p.17-9）を参照し
てください。

Router(config-if)# no switchport private-vlan 
host-association 

関連付けを消去します。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show interfaces [type1 slot/port] 
switchport 

設定を確認します。
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プライベート VLAN の設定
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative private-vlan host-association: 202 (VLAN0202) 303 (VLAN0303) 
Administrative private-vlan mapping: none 
Operational private-vlan: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled

プライベート VLAN 無差別ポートとしてのレイヤ 2 インターフェイ
スの設定

レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 無差別ポートとして設定するには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN インターフェイスをレイヤ 2 スイッチング
用に設定します。

 • LAN インターフェイスをレイヤ 2 インター
フェイスとして設定するには、キーワードを
指定せずに switchport コマンドを 1 度入力す
る必要があります。そのあとで、キーワード
とともにさらに switchport コマンドを入力し
てください。

 • インターフェイスに対して switchport コマン
ドを一度も入力していない場合に限り、必須
です。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport mode private-vlan 
{host | promiscuous}

レイヤ 2 ポートをプライベート VLAN 無差別
ポートとして設定します。

Router(config-if)# no switchport mode 
private-vlan 

プライベート VLAN ポートの設定を消去します。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport private-vlan 
mapping primary_vlan_ID {secondary_vlan_list | 
add secondary_vlan_list | remove 
secondary_vlan_list}

プライベート VLAN 無差別ポートをプライマリ 
VLAN、および選択したセカンダリ VLAN にマッ
ピングします。

（注） VLAN のロックがイネーブルになってい
る場合は、VLAN の番号の代わりに 
VLAN の名前を入力します。詳細につい
ては、「VLAN ロック」（p.17-9）を参照し
てください。

Router(config-if)# no switchport private-vlan 
mapping

プライベート VLAN 無差別ポートと、プライマ
リ VLAN やセカンダリ VLAN の間のマッピング
を消去します。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show interfaces [type1 slot/port] 
switchport 

設定を確認します。
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プライベート VLAN のモニタ  
レイヤ 2 インターフェイスをプライベート VLAN 無差別ポートとして設定する際、次の情報に注
意してください。

 • secondary_vlan_list パラメータにはスペースを入れないでください。カンマで区切って複数の
項目を入力できます。各項目として入力できるのは、単一のプライベート VLAN ID、または
ハイフンで連結したプライベート VLAN ID の範囲です。

 • VLAN ロックがイネーブルになっている場合は、VLAN の番号の代わりに VLAN の名前を
secondary_vlan_list に入力します。VLAN の名前の範囲を入力する場合は、VLAN の名前と
ダッシュの間にスペースを入力してください。

 • セカンダリ VLAN をプライベート VLAN 無差別ポートにマッピングするには、
secondary_vlan_list の値を入力するか、または secondary_vlan_list の値を指定して add キー
ワードを使用します。

 • セカンダリ VLAN とプライベート VLAN 無差別ポートの間のマッピングを消去するには、
secondary_vlan_list の値を指定して remove キーワードを使用します。

次に、インターフェイス FastEthernet 5/2 をプライベート VLAN 無差別ポートとして設定し、その
インターフェイスをプライベート VLAN にマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/2 
Router(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous 
Router(config-if)# switchport private-vlan mapping 202 303,440 
Router(config-if)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 5/2 switchport 
Name: Fa5/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: private-vlan promiscuous
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative private-vlan host-association: none ((Inactive)) 
Administrative private-vlan mapping: 202 (VLAN0202) 303 (VLAN0303) 440 (VLAN0440) 
Operational private-vlan: none 
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled

プライベート VLAN のモニタ
表 18-1 に、プライベート VLAN のアクティビティをモニタするための特権 EXEC コマンドを示
します。

表 18-1 プライベート VLAN のモニタ コマンド 

コマンド 目的

show interfaces status インターフェイス（それが属する VLAN を含む）のステータスを
表示します。

show vlan private-vlan 
[type]

スイッチのプライベート VLAN 情報を表示します。
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プライベート VLAN のモニタ
次に、show vlan private-vlan コマンドの出力例を示します。

Switch(config)# show vlan private-vlan 
Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
10      501       isolated          Fa2/0/1, Gi3/0/1, Gi3/0/2
10      502       community         Fa2/0/11, Gi3/0/1, Gi3/0/4
10      503       non-operational

show interface switchport インターフェイス上のプライベート VLAN 設定を表示します。

show interface private-vlan 
mapping

VLAN SVI のプライベート VLAN マッピングに関する情報を表示
します。

表 18-1 プライベート VLAN のモニタ コマンド（続き）

コマンド 目的
18-18
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



Cisco
OL-13013-03-J
C H A P T E R19

プライベート ホストの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX でプライベート ホスト機能を設定する手順につい
て説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • プライベート ホストの概要（p.19-1）
 • 設定時の注意事項および制約事項（p.19-5）
 • プライベート ホストの設定（p.19-7）

プライベート ホストの概要
一般的に、サービス プロバイダーはトリプルプレイ サービス（音声、ビデオ、データ）を提供
する際、各ユーザ向けの 1 つの物理インターフェイス上で 3 つの VLAN を使用します。サービス 
プロバイダーが複数のエンド ユーザ向けに VLAN を 1 セット導入できれば、サービス インフラ
ストラクチャは、よりシンプルになり拡張性も向上しますが、サービス プロバイダーはレイヤ 2 
のユーザ（ホスト）間のトラフィックを分離できなければなりません。プライベート ホスト機能
を使用すれば、この分離が可能になり複数のエンド ユーザ間で VLAN 共有ができます。

プライベート ホスト機能の主な利点は次のとおりです。

 • 同じ VLAN ID を共有しているホスト（加入者）間のトラフィックを分離 
 • 異なる加入者間で VLAN ID を再利用することで、4096 の VLAN の使用率を高め、VLAN の

拡張性を向上。

 • DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）からの保護を目的とした Media Access Control（MAC; メディ
ア アクセス制御）アドレス スプーフィングの防止。

プライベート ホスト機能はプロトコル独立型のポートベース アクセス コントロール リスト
（PACL）を使用して、完全レイヤ 2 上における trusted port 上のホスト間のレイヤ 2 分離を可能に
します。PACL は、レイヤ 2 フォワーディング制限をスイッチポートに課してホストを分離しま
す。
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プライベート ホストの概要
ここでは、次のプライベート ホストの概念についてより詳しく説明します。

 • VLAN における独立ホスト（p.19-2）
 • トラフィック フローの制限（プライベート ホスト ポート モードと PACL を使用）（p.19-3）
 • ポート ACL（p.19-5）

VLAN における独立ホスト

ホストを分離すると、サービス プロバイダーは同じセットのブロードバンド、またはメトロ 
イーサネット サービスを複数のエンド ユーザに配信する場合、1 セットの VLAN を使用できま
す。また、その VLAN 内でホスト同士が直接接続することもなくなります。たとえば、VLAN 10 
を音声トラフィック、VLAN 20 を ビデオ トラフィック、VLAN 30 をデータ トラフィックに使用
できます。

スイッチが、Digital Subscriber Line Access Multiplexer（DSLAM; デジタル加入者線アクセス マル
チプレクサ）ギガビット イーサネット アグリゲータとして使われている場合、DSLAM は、複数
の VLAN にデータを伝送できるトランク ポートを介してスイッチに接続されます。サービス プ
ロバイダーは、1 つの物理ポートと 1 セットの VLAN を使って、サービスの同じセットを異なる
エンド ユーザ（独立ホスト）に配信できます。それぞれの VLAN は個別のサービス（音声、ビ
デオ、データ）に使用できます。

図 19-1 に、スイッチから DSLAM に接続している複数のエンド ユーザにトリプルプレイ サービ
スを配信する例を示します。図における次の点に注意してください。

 • スイッチ間のシングル トランク リンクおよび DSLAM は、3 つの VLAN すべてにトラフィッ
クを伝送できます。

 • Virtual Circuit（VC; 仮想回線）は、DSLAM から個別のエンド ユーザへ VLAN トラフィック
を伝送します。

図 19-1 VC から VLAN へのマッピング
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プライベート ホストの概要 
トラフィック フローの制限（プライベート ホスト ポート モードと 
PACL を使用）

プライベート ホスト機能は PACL を使い、プライベート ホスト用に設定された各ポートを通過
するトラフィックのタイプを制限できます。ポートのモード（ポート上でプライベート ホストを
イネーブルにした場合に指定）が、ポートに適用する PACL のタイプを判別します。各タイプの 
PACL は、それぞれ異なるタイプのトラフィックのトラフィック フローを制限します（たとえ
ば、コンテンツ サーバから独立ホスト、独立ホストからサーバ、独立ホスト間のトラフィックな
ど）。

次のリストで、プライベート ホスト機能で使用されるポート モードを説明します（図 19-2 を参
照）。

 • 独立 — エンド ユーザ（独立ホスト）が接続している DSLAM に接続されているポート。こ
の場合ポートにおける VLAN 上のホストは、それぞれが独立している必要があります。この
タイプのポートに接続されているホストは、アップストリーム デバイスのみにユニキャスト 
トラフィックを通過させることができます。

 • 無差別 — コア ネットワーク側か、Broadband Remote Access Server（BRAS; ブロードバンド リ
モート アクセス サーバ）デバイス側にあるポート、およびブロードバンド サービスを提供
するマルチキャスト サーバ。

 • 混合 — スイッチを相互接続するポート。このタイプのポートは、Spanning Tree Protocol
（STP; スパニング ツリー プロトコル）の変更により、独立ポートとしても、無差別ポートと
しても機能します。これらのポートは、アップストリーム デバイス（BRAS またはマルチ
キャスト サーバなど）へのユニキャスト トラフィックのみが可能です。

プライベート ホスト機能は、次の方法でトラフィックのフローを制限します。

 • サービス プロバイダー ネットワークに入るブロードキャスト トラフィックは、BRAS および
マルチキャスト サーバ（ビデオ サーバなど）にリダイレクトされます。

 • アクセス スイッチ（相互に接続されているスイッチ）間のユニキャスト トラフィックは、す
べてブロックされます（BRAS またはマルチキャスト サーバに誘導されるものを除く）。

 • Unknown Unicast Flood Blocking（UUFB; 不明なユニキャストフラッディングのブロック）機
能は、DSLAM 側のポート上の不明なユニキャストのブロックに使用されます。

図 19-2 でプライベート ホストの設定で使用する各タイプのポート モード（独立、無差別、混合）
を説明します。

1 トランク リンクは次の VLAN を
伝送します。

 • 音声 VLAN × 1 
 • ビデオ VLAN × 1 
 • データ VLAN × 1 

2 DSLAM は、音声、ビデオ、およびデータ 
トラフィックを VLAN と VC の間にマッピ
ングします。

3 各 VC は、DSLAM と各ホスト間で音声、
ビデオ、およびデータ トラフィックを伝
送します。
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プライベート ホストの概要
図 19-2 プライベート ホストのポート タイプ（モード）

1 無差別ポート BRAS からホストへのすべてのトラフィック
を許可 

2 混合ポート BRAS からのブロードキャスト トラフィック
を許可。

ホストから無差別モード、および混合モード
のポートへのブロードキャスト トラフィック
をリダイレクト。

BRAS からホスト、およびホストから BRAS 
へのトラフィックを許可。

ホスト トラフィックへの他すべてのホストを
拒否

3 独立ポート ホストから BRAS へのユニキャスト トラ
フィックのみを許可。ポート間のユニキャス
ト トラフィックをブロック。

ホストから BRAS へのすべてのブロードキャ
ストをリダイレクト。

BRAS からのトラフィックを拒否（スプー
フィング防止のため）

マルチキャスト トラフィックを許可（IPv4 
および IPv6） 

（注） このポート タイプの説明において、BRAS という用語は 
BRAS、マルチキャスト サーバ（ビデオ サーバなど）などの
アップストリーム デバイス、またはこれらのデバイスへのア
クセスを提供するコア ネットワーク デバイスを意味します。
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設定時の注意事項および制約事項
ポート ACL
プライベート ホスト機能は、レイヤ 2 フォワーディングの制限をスイッチ ポートに課すために、
ポート ACL（PACL）を数タイプ作成します。このソフトウェアは、ブロードバンド サービス
と、これらのサービスを配信する独立ホストの VLAN ID を提供しているコンテンツ サーバの
MAC アドレスに基づき、異なるタイプのプライベート ホスト ポート用に PACL を作成します。
指定するポート モード（独立、無差別、または混合）に基づいて、各プライベート ホスト ポー
トが運用され、ソフトウェアが適切な PACL をポートに適用します。

次に、プライベート ホスト機能に使用される各タイプの PACL を示します。

独立ホスト PACL
独立ポート用 PACL の例：

deny host BRAS_MAC any 
permit any host BRAS_MAC 
redirect any host FFFF.FFFF.FFFF to LTLIndex 6 
permit any 0100.5E00.0000/0000.007F.FFFF 
permit any 3333.0000.0000/000.FFFF.FFFF 
deny any any 

無差別ポート PACL
無差別ポート用 PACL の例：

permit host BRAS_MAC any
deny any any

混合ポート PACL
混合ポート用 PACL の例：

permit host BRAS_MAC ffff.ffff.ffff 
redirect any host FFFF.FFFF.FFFF to LTLIndex 6 
permit host BRAS_MAC any 
permit any host BRAS_MAC 
deny any any

設定時の注意事項および制約事項
プライベート ホスト機能を設定する場合は、次の注意事項および制約事項を守ってください。

 • SIP-400 および 拡張 FlexWAN モジュールはプライベート ホストをサポートしていません。

 • プライベート ホストおよびプライベート VLAN の両方を同じポート（インターフェイス）に
設定することはできません。両方の機能はスイッチ上で共存できますが、それぞれの機能は
異なるポートに設定する必要があります。

 • プライベート ホストはエンドツーエンド機能です。この機能は DSLAM とアップストリーム 
デバイス（BRAS またはマルチキャスト サーバなど）の間のすべてのスイッチ上でイネーブ
ルにする必要があります。

 • 現時点では、独立ポートとして設定できるのは trusted port のみです。 
 • プライベート ホスト機能は、スイッチ ポート（802.1Q または Inter Switch Link [ISL; スイッチ

間リンク ] トランク ポート）として設定されているレイヤ 2 インターフェイス上でサポート
されています。

 • プライベート ホスト機能は、ポートチャネル インターフェイス上（EtherChannel、ファスト 
EtherChannel、ギガビット EtherChannel）でサポートされています。プライベート ホストは、
ポートチャネル インターフェイス上でイネーブルにします。この機能をメンバー ポート上で
イネーブルにすることはできません。
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設定時の注意事項および制約事項
 • DAI および DHCP スヌーピングは、ポート上のすべての VLAN がスヌーピング対応に設定さ
れている場合を除き、プライベート ホスト上でイネーブル化することはできません。

ACL の注意事項

Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）には、次の設定時の注意事項および制
約事項が適用されます。

 • このリリースのプライベート ホスト機能は、プロトコル独立型 MAC ACL を使用します。

プライベート ホスト用に設定されたポートには、IP ベース ACL を適用しないでください。
適用すると、プライベート ホスト機能が無効になります（スイッチがポートにプライベート 
ホスト MAC ACL を適用できないため）。

 • 次のインターフェイス タイプを プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングに設定できま
す。

 – IP アドレスのない VLAN インターフェイス

 – EoMPLS をサポートする物理 LAN ポート

 – EoMPLS をサポートする論理 LAN サブインターフェイス 
 • プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングでは、MAC ACL をすべての入力トラフィック 

タイプ（MAC レイヤ トラフィックのほかに IPv4 トラフィック、IPv6 トラフィック、MPLS 
トラフィックなど）に適用します。

 • プロトコル独立型 MAC ACL によって許可または拒否された入力トラフィックは、出力イン
ターフェイスによって MAC レイヤ トラフィックとして処理されます。プロトコル独立型 
MAC ACL フィルタリング用に設定されたインターフェイスの MAC ACL によって許可また
は拒否されたトラフィックに、出力 IP ACL を適用することはできません。

 • IP アドレスが設定されている VLAN インターフェイス上で、プロトコル独立型 MAC ACL 
フィルタリングを設定しないでください。

 • 許可されたトラフィックがブリッジされる場合、またはレイヤ 3 がハードウェアで PFC3 に
よってスイッチングされる場合は、microflow ポリシングにプロトコル独立型 MAC ACL フィ
ルタリングを設定しないでください。

 • 許可されたトラフィックが Route Processor（RP; ルート プロセッサ）によってソフトウェア
でルーティングされる場合は、プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングは microflow ポリ
シングをサポートします。

 • 既存の VLAN ACL（VACL）およびルーティング ACL（RACL）とトランク ポートの PACL 
との干渉を避けるには、トランク ポート インターフェイス上のアクセス グループ モードを
ポート モード優先に設定します。プライベート ホスト用に設定されているポートに VACL 
または RACL を設定しないでください。

トランク ポート上の VLAN
VLAN には、次の注意事項および制約事項が適用されます。

 • プライベート ホスト用に設定されたトランクポートを使用して VLAN 上で IGMP スヌーピン
グをイネーブル化できます。

 • プライベート ホスト用に設定されたトランクポートを使用して VLAN 上で IP マルチキャス
トをイネーブル化することはできません。

 • PACL はトランク ポート上で、上書きモードで動作するため、VLAN ベースの機能をスイッ
チ ポートに適用することはできません。

 • Multicast VLAN Registration（MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション）機能は、マ
ルチキャスト送信元が無差別ポートにある場合は、プライベート ホストと共存できます。
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プライベート ホストの設定 
他の機能との相互作用

プライベート ホスト機能と、スイッチ上に設定された他の機能は、次のような相互作用がありま
す。

 • プライベート ホストはレイヤ 2 ベースのサービス（MAC 制限、ユニキャスト フラッディン
グ プロテクション [UFP]、不明なユニキャストフラッディングのブロック [UUFB]）には影響
しません。

 • プライベート ホスト機能は、IGMP スヌーピングには影響しません。ただし、IGMP スヌー
ピングがグローバルにディセーブル化されている場合は、IGMP 制御パケットは ACL チェッ
クの影響を受けます。IGMP 制御パケットを許可するには、プライベート ホスト ソフトウェ
アでマルチキャスト許可ステートメントを独立ホスト用の PACL に追加します。この操作は
自動で行われ、ユーザの介入を必要としません。

 • これらのポートにさらにセキュリティを提供するため、独立ポート上でポート セキュリティ
がイネーブル化されます。

 • 無差別ポート、または混合ポートでイネーブル化された場合は、ポート セキュリティ機能が
アップストリーム デバイス用（BRAS または マルチキャスト サーバなど）の送信元ポート内
の変更を制限する場合があります。

 • アクセス ポートでイネーブル化された場合は、802.1X はプライベート ホスト機能の影響を
受けません。

スプーフィングからの保護

プライベート ホスト機能は MAC アドレス スプーフィングを防ぎますが、カスタマー MAC また
は IP アドレスを有効化しません。MAC アドレス スプーフィングを防ぐため、プライベート ホス
ト機能は次の処理を行います。

 • BRAS または マルチキャスト サーバにスタティック MAC アドレスを使用します。

 • レイヤ 2 転送テーブル上での学習をディセーブル化します。

 • BRAS または マルチキャスト サーバが、ある送信元ポートからほかの送信元ポートに移動し
た場合、スイッチ ソフトウェアに警告が出されます。ソフトウェアは移動を確認し、レイヤ 
2 転送テーブルを更新します。

マルチキャストの動作

アップストリーム デバイス（BRAS やマルチキャスト サーバなど）から発信されるマルチキャス
ト トラフィックは常に許可されます。また、プライベート ホスト PACL はマルチキャスト制御
パケット（IGMP クエリーや Join リクエストなど）には適用されません。この動作により独立ホ
ストは、マルチキャスト グループに参加したり、IGMP クエリーに応答したり、関連するすべて
のグループからのトラフィックを受信できるようになります。

ホストから発信されたマルチキャスト トラフィックは、プライベート ホスト PACL によりド
ロップされます。ただし、他のホストが、あるホストから発信されたマルチキャスト トラックを
受信する必要がある場合、プライベート ホスト機能は PACL に multicast permit エントリを追加し
ます。

プライベート ホストの設定
ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX における、プライベート ホスト機能の設定について
説明します。

 • 設定の概要（p.19-8）
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プライベート ホストの設定
 • 詳細な設定手順（p.19-9）
 • 設定例（p.19-11）

設定の概要

次に、プライベート ホスト機能の設定手順の概要を示します。詳細な設定方法は次の項で説明し
ます。

1. どのスイッチ ポート（インターフェイス）にプライベート ホスト機能を使用するか決定しま
す。この機能をスイッチ ポート（802.1Q か ISL トランク ポート）、またはポートチャネル イ
ンターフェイス（EtherChannel、ファスト EtherChannel、および ギガビット EtherChannel）に
設定できます。プライベート ホストは、ポートチャネル インターフェイス上でイネーブル化
します。メンバー ポート上ではこの機能をイネーブル化できません。

2. 各ポート（インターフェイス）を標準、非プライベート ホスト サービス用に設定します。
ポートのアクセス グループ モードをポート モード優先に設定します。この手順の VLAN 設
定は、あとで設定できます。

3. エンド ユーザにブロードバンド サービスを配信する VLAN または VLAN のセットを決定し
ます。プライベート ホスト機能により、これらの VLAN におけるホスト間のレイヤ 2 分離が
可能になります。

4. エンド ユーザ（独立ホスト）にブロードバンド サービスを提供するために使用するすべての 
BRAS と マルチキャスト サーバの MAC アドレスを識別します。

（注） サーバが直接スイッチに接続されていない場合は、サーバにアクセスを提供するコア 
ネットワーク デバイスの MAC アドレスを判別します。

5. （任意）異なるセットの独立ホストに、異なるタイプのブロードバンド サービスを提供する
場合は、複数の MAC および VLAN リストを作成します。

 • 各 MAC アドレス リストが、特定のタイプのサービスを提供するサーバまたはサーバの
セットを識別します。

 • 各 VLAN リストが、そのサービスを配信する独立ホストを識別します。

6. 無差別ポートを設定し、サーバと特定のタイプのサービスの受信ホストを識別するための 
MAC および VLAN リストを指定します。

（注） 異なるセットのホストに、異なるタイプのサービスを配信できるようにするには、複数
の MAC と VLAN の組み合わせを指定できます。たとえば、xxxx.xxxx.xxxx の BRAS は 
VLAN 20、25、30 を使用してサービスの基本的なセットを配信するために使用し、
yyyy.yyyy.yyyy の BRAS を VLAN 5、10、15 を使用してサービスのプレミア セットを配信
するように指定できます。

7. プライベート ホストをグローバルにイネーブル化します。

8. 個々のポート（インターフェイス）でプライベート ホストをイネーブル化し、ポートの動作
モードを指定します。ポート モードを決定するには、ポートがアップストリーム側（コンテ
ント サーバ方向、またはコアネットワーク方向）か、またはダウンストリーム側（DSLAM 
および 独立ホスト方向）か、または他のスイッチに接続されているか（通常、リング トポロ
ジの場合）を判断する必要があります。「トラフィック フローの制限（プライベート ホスト 
ポート モードと PACL を使用）」（p.19-3）を参照してください。

個々のポートでこの機能をイネーブル化すると、スイッチでプライベート ホスト機能を実行する
準備ができます。プライベート ホスト ソフトウェアは、ユーザが定義した MAC および VLAN リ
ストを使用して、設定用の独立、無差別および混合モード PACL を作成します。次に、ソフト
ウェアが各プライベート ホストに適切な PACL を、ポート モードに基づいて適用します。
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プライベート ホストの設定 
詳細な設定手順

プライベート ホスト機能を設定するには、次の手順を実行します。次の手順は、プライベート 
ホストに使用するレイヤ 2 インターフェイスの設定が既に済んでいることを前提としています。

（注） プライベート ホストは、スイッチ ポート（802.1Q か ISL トランク ポート）上、または 
EtherChannel ポート上にのみ設定できます。また、DSLAM とアップストリーム デバイス間にあ
るすべてのスイッチ上のプライベートホストをイネーブル化する必要があります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# private-hosts 
mac-list mac-list-name mac-address 
[remark device-name | comment] 

ブロードバンド サービスの提供に使用する BRAS 
と マルチキャスト サーバを識別する MAC アドレス 
リストを作成します。

 • mac-list-name は、このコンテンツサーバのリス
トに割り当てる名前を指定します。

 • mac-address は、特定のブロードバンド サービ
ス（またはサービスのセット）の提供に使う 
BRAS、またはマルチキャスト サーバ（または
サーバのセット）を識別します。

 • remark を使用すると、この MAC リストに割り
当てるオプションのデバイス名、またはコメン
トを指定できます。

サービスの配信に使用されている各コンテンツ 
サーバの MAC アドレスを指定します。異なるセッ
トのホストに、異なるタイプのサービスを提供する
場合は、特定のサービスを提供する各サーバ、また
はサーバのセットに対して個別の MAC リストを作
成します。

（注） サーバが直接スイッチに接続されていない
場合は、サーバにアクセスを提供するコア 
ネットワーク デバイスの MAC アドレスを指
定します。

ステップ 3 Router(config)# private-hosts vlan-list 
vlan-IDs 

分離する必要があるホストの VLAN（vlan-IDs）リ
ストを作成し、そのホストがブロードバンド サー
ビスを受信できるようにします。

あるサービスを異なるホストのセットに提供する場
合は、個別の VLAN リストを作成します。そうし
ないと、すべてのブロードバンド サービスが、す
べての独立ホストに配信されてしまいます。
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ステップ 4 Router(config)# private-hosts promiscuous 
mac-list-name [vlan-list vlan-IDs]

ブロードバンドで使用するコンテンツ サーバ、お
よびサービスを配信するエンド ユーザ（独立ホス
ト）を識別します。

 • mac-list-name は、特定のタイプのブロードバン
ド サービス、またはサービスのセットの提供に
使用する BRAS、またはマルチキャスト サーバ
（またはサーバのセット）を識別する MAC アド
レス リストを指定します。

 • vlan-IDs は、ホストが上記のサーバからサービ
スを受信する VLAN または VLAN のセットを
指定します。VLAN リストが指定されていない
場合、ソフトウェアはグローバル VLAN リスト

（ステップ 3 で設定）を使用します。

（注） 複数の MAC と VLAN の組み合わせを設定
し、それぞれを特定のタイプのサービス用
のサーバ、および受信ホストとして定義す
るために、このコマンドを複数回入力でき
ます。

ステップ 5 Router(config)# private-hosts スイッチ 上でプライベート ホストをグローバルに
イネーブル化します。

ステップ 6 Router(config)# interface interface プライベート ホスト用にイネーブル化するスイッ
チ ポート（802.1Q または ISL トランク ポート）、ま
たは EtherChannel ポートを選択します。

ステップ 7 Router(config-if)# access-group mode prefer 
port

トランク ポート上に既存の VACL または RACL が
あれば、無視するように指定します。

ステップ 8 Router(config-if)# private-hosts mode 
{promiscuous | isolated | mixed} 

ポート上でプライベート ホストをイネーブル化し
ます。次のキーワードのうち 1 つを使い、ポートが
動作するモードを定義します。

 • promiscuous — 無差別。ブロードバンド サーバ
（BRAS、マルチキャスト、またはビデオ）か、
サーバにアクセスを提供するコア ネットワーク 
デバイスに接続しているアップストリーム側の
ポート。

 • isolated — 独立。DSLAM に接続されている
ポート。

 • mixed — 混合。他のスイッチに接続されている
ポート（通常、リング トポロジの場合）。

（注） プライベート ホストに使用される各ポート
に対してこの手順を実行する必要がありま
す。

ステップ 9 Router(config-if)# end インターフェイスおよびグローバル コンフィギュ
レーション モードを終了し、特権 EXEC モードに
戻ります。これで、プライベート ホストの設定が
完了です。

コマンドまたはアクション 目的
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プライベート ホストの設定 
設定例

次に、MAC アドレス リストおよび VLAN リストを作成し、VLAN 10、12、15、および 200 ～ 
300 でホストを独立させる場合の例を示します。この例では、BRAS 側のポートは無差別に、ホ
ストに接続している 2 つのポートは独立にしています。

Router# configure terminal 
Router(config)# private-hosts mac-list BRAS_list 0000.1111.1111 remark BRAS_SanJose
Router(config)# private-hosts vlan-list 10,12,15,200-300
Router(config)# private-hosts promiscuous BRAS_list vlan-list 10,12,15,200-300
Router(config)# private-hosts 
Router(config)# interface gig 4/2 
Router(config-if)# private-hosts mode promiscuous 
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface gig 5/2 
Router(config-if)# private-hosts mode isolated 
Router(config-if)# exit 
Router(config)# interface gig 5/3 
Router(config-if)# private-hosts mode isolated 
Router(config-if)# end 
Router#

次に、プライベート ホストの独立ポートにおけるインターフェイスの設定例を示します。

Router# show run interface gig 5/2 
Building configuration...

Current configuration : 200 bytes
!
interface GigabitEthernet5/2
 switchport
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 access-group mode prefer port
 private-hosts mode isolated
end

次に、プライベート ホストの無差別ポートにおけるインターフェイスの設定例を示します。

Router# show run interface gig 4/2 
Building configuration...

Current configuration : 189 bytes
!
interface GigabitEthernet4/2
 switchport
 switchport access vlan 200
 switchport mode access
 private-hosts mode promiscuous
end

private-hosts
private-hosts vlan-list 200
private-hosts promiscuous bras-list
private-hosts mac-list bras-list 0000.1111.1111 remark BRAS-SERVER
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プライベート ホストの設定
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IEEE 802.1Q トンネリングの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX 上で IEEE 802.1Q トンネリングを設定する手順に
ついて説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX スイッチン
グ モジュールでは、IEEE 802.1Q トンネリングをサポートしません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 802.1Q トンネリングの概要（p.20-1）
 • 802.1Q トンネリングの設定時の注意事項および制約事項（p.20-3）
 • 802.1Q トンネリングの設定（p.20-5）

802.1Q トンネリングの概要 
802.1Q トンネリングにより、サービス プロバイダーは、1 つの VLAN（仮想 LAN）を使用して
複数の VLAN を持つカスタマーをサポートできます。同時に、カスタマーの VLAN ID を保護し
たり、異なるカスタマー VLAN のトラフィックを分離しておくことができます。

802.1Q トンネリングをサポートするように設定されたポートは、トンネル ポートといいます。
トンネリングを設定する場合は、トンネル ポートをトンネリング専用で、トンネル VLAN とな
る VLAN に割り当てます。カスタマーのトラフィックを分離するには、カスタマーごとに個別の
トンネル VLAN が 1 つ必要ですが、この 1 つのトンネル VLAN でカスタマーの VLAN をすべて
サポートできます。

802.1Q トンネリングは、ポイントツーポイント トンネル設定に制限されません。トンネル 
VLAN 内の任意のトンネル ポートが、トンネルの入口および出口になります。802.1Q トンネル
には、カスタマー スイッチに接続するのに必要な数のトンネル ポートがあります。

カスタマー スイッチはトランクに接続されていますが、802.1Q トンネリングを使用すると、
サービス プロバイダー スイッチは 1 つのサービス プロバイダー VLAN のみを使用してすべての
カスタマー VLAN を伝送し、すべてのカスタマー VLAN を直接伝送することはありません。

802.1Q トンネリングを使用すると、タグ付きカスタマー トラフィックはカスタマー装置上の 
802.1Q トランク ポートから発信し、トンネル ポートを経由してサービス プロバイダー エッジ ス
イッチに着信します。カスタマー装置上の 802.1Q トランク ポートとトンネル ポート間のリンク
は、非対称リンクといいます。これは、一端が 802.1Q トランク ポートとして設定され、もう一
20-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html


第 20 章      IEEE 802.1Q トンネリングの設定          

802.1Q トンネリングの概要
端がトンネル ポートとして設定されているからです。カスタマーごとに一意のアクセス VLAN 
ID に、トンネル ポートを割り当てます。図 20-1（p.20-2）および図 20-2（p.20-2）を参照してく
ださい。

図 20-1 サービス プロバイダー ネットワークにおける IEEE 802.1Q トンネル ポート

図 20-2 タグなし、802.1Q タグ付き、および、二重タグ付きイーサネット フレーム
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802.1Q トンネリングの設定時の注意事項および制約事項 
802.1Q トランク ポートから送信されたタグ付きカスタマー トラフィックを受信したトンネル 
ポートは、受信した 802.1Q タグをフレーム ヘッダーから削除しません。802.1Q タグを変更しな
いでそのまま残し、2 バイトの Ethertype フィールド（0x8100）を追加し、そのあとにプライオリ
ティ（Class of Service [CoS; サービス クラス ]）および VLAN を格納する 2 バイトのフィールドを
追加します。受信したカスタマー トラフィックは、トンネル ポートが割り当てられた VLAN に
送信されます。この Ethertype 0x8100 トラフィック（受信した 802.1Q タグが変更されないトラ
フィック）は、トンネル トラフィックと呼ばれます。

トンネル トラフィックを伝送する VLAN は 802.1Q トンネルです。VLAN 内のトンネル ポート
が、トンネルの入口および出口になります。

トンネル ポートは異なるネットワーク装置上に設定することもできます。トンネルは他のネット
ワーク リンクおよび他のネットワーク装置を通過して、出口トンネル ポートに到着します。ト
ンネルを介しての通信が必要なカスタマー装置に対応するために、トンネルにはトンネル ポート
を必要なだけ設定できます。

出口トンネル ポートは 2 バイトの Ethertype フィールド（0x8100）および 2 バイト長のフィールド
を削除して、802.1Q タグを変更せずに、トラフィックをカスタマー装置上の 802.1Q トランク 
ポートに送信します。カスタマー装置上の 802.1Q トランク ポートは 802.1Q タグを削除して、ト
ラフィックを適切なカスタマー VLAN に送ります。

（注） トンネル トラフィックは、2 番めの 802.1Q タグがサービスプロバイダー ネットワーク装置間の
トランク リンク上にある場合のみ、そのタグを伝送します。この場合、外部タグはサービスプロ
バイダーが割り当てた VLAN ID を含み、内部タグはカスタマーが割り当てた VLAN ID を含みま
す。

802.1Q トンネリングの設定時の注意事項および制約事
項

802.1Q トンネリングをネットワークに設定する場合、次の注意事項と制約事項に従ってくださ
い。

 • トラフィックをトンネルに送ったり、トンネルからトラフィックを削除したりする場合は、
非対称リンクを使用します。

 • 非対称リンクだけを形成するようにトンネル ポートを設定します。

 • トンネルごとに専用の VLAN を 1 つずつ設定します。

 • トンネリングに使用する VLAN にはトンネル ポートだけを割り当てます。

 • トンネル VLAN を伝送するようにトランクを特別に設定する必要はありません。

 • トンネル ポートはトランクではありません。ポートがトンネル ポートとして設定されている
間、トランキングを設定するコマンドは非アクティブになります。

 • トンネル ポートは、カスタマー MAC（メディア アクセス制御）アドレスを学習します。

 • トンネル ポートが設定されていない装置間でトンネル トラフィックを伝送する場合は、Inter 
Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）トランクを使用することを推奨します。802.1Q トラン
クには 802.1Q ネイティブ VLAN 機能が備わっているため、802.1Q トランクにトンネリング
を設定する場合は注意してください。設定ミスによって、トンネル トラフィックが非トンネ
ル ポートに送信されることがあります。

 • 非対称リンク内の 802.1Q トランク ポートのネイティブ VLAN がトラフィックを伝送しない
ことを確認します。ネイティブ VLAN 内のトラフィックにはタグがないため、正しくトンネ
リングできません。また、グローバルな vlan dot1q tag native コマンドを入力して、ネイティ
ブ VLAN 出力トラフィックにタグを付けたり、タグなしのネイティブ VLAN 入力トラフィッ
クをドロップすることもできます。
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 • トンネル ポートにジャンボ フレームのサポートを設定します。

 – 「ジャンボ フレームのサポートの設定」（p.8-9）を参照してください。

 – 「ジャンボ フレームのサポートの設定」に記載されている、ジャンボ フレームをサポー
トしていないモジュールをメモしてください。

 • ジャンボ フレーム長と 802.1Q タグの合計が 大フレーム サイズを超えないかぎり、ジャン
ボ フレームをトンネリングできます。

 • トンネル トラフィックには Ethertype フィールドと Length フィールドがあり、スイッチ内に 
802.1Q タグが保持されるため、次の制限が適用されます。

 – レイヤ 2 フレームに格納されたレイヤ 3 パケットは、トンネル トラフィックでは識別で
きません。

 – レイヤ 3 以上のパラメータは、トンネル トラフィックでは識別できません（レイヤ 3 宛
先や送信元アドレスなど）。

 – パケット内ではレイヤ 3 アドレスを識別できないため、トンネル トラフィックはルー
ティングできません。

 – スイッチは、トンネル トラフィックに対して MAC レイヤ フィルタリングだけを提供で
きます（VLAN ID、および送信元や宛先の MAC アドレス）。

 – スイッチはトンネル トラフィックに対して MAC レイヤ アクセス制御および QoS
（Quality of Service）だけを提供できます。

 – QoS は、802.1Q の 2 バイトの Tag Control Information フィールドに格納されて受信された 
CoS 値を検出できません。

 • 非対称リンク上で、トンネル ポートの VLAN が 802.1Q トランクのネイティブ VLAN と一致
しない場合、Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）はネイティブ VLAN の
不一致をレポートします。802.1Q トンネル機能を使用する場合、VLAN が一致する必要はあ
りません。VLAN の不一致を前提とする設定の場合は、メッセージを無視してください。

 • 非対称リンクでは 1 つのポートだけがトランクになるため、Dynamic Trunking Protocol（DTP; 
ダイナミック トランキング プロトコル）をサポートしません。無条件でトランクになるよう
に、非対称リンクの 802.1Q トランク ポートを設定します。

 • 802.1Q トンネリング機能は、プライベート VLAN をサポートするように設定されたポートに
は設定できません。

 • 次のレイヤ 2 プロトコルは、非対称リンクで接続された装置間で機能します。

 – CDP

 – UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）

 – PAgP
 – LACP

 • PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルになります。

 • CDP は、トンネル ポートで自動的にディセーブルになります。

 • VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）は、次の装置間で機能しま
せん。

 – 非対称リンクで接続された装置

 – トンネルを介して通信する装置

（注） レイヤ 2 プロトコル トンネリングがイネーブルの場合、VTP はトンネル化された装置
間で機能します。設定の詳細については、第 21 章「レイヤ 2 プロトコル トンネリン
グの設定」 を参照してください。
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802.1Q トンネリングの設定 
 • EtherChannel を非対称リンクとして設定するには、EtherChannel 内のすべてのポートを同じト
ンネリング設定にする必要があります。レイヤ 2 フレーム内のレイヤ 3 パケットは識別でき
ないため、MAC アドレスベースのフレーム配信を行うように、EtherChannel を設定する必要
があります。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する場合は、次に示す設定時の注意事項に必ず従ってく
ださい。

 • サービス プロバイダーのすべてのエッジ スイッチでは、次のように、802.1Q トンネル ポー
ト上で PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにする必要があります。

Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# spanning-tree portfast

（注） PortFast BPDU フィルタリングは、トンネル ポートで自動的にイネーブルになります。

 • ネイティブ VLAN タギングに対して、1 つまたは複数の VLAN を使用可能にする必要があり
ます（vlan dot1q tag native オプション）。使用可能なすべての VLAN を使用している場合に、
vlan dot1q tag native オプションをイネーブルにしようとしても、イネーブルになりません。

 • サービス プロバイダーのすべてのコア スイッチで、ネイティブ VLAN 出力トラフィックに
タグを付け、タグなしネイティブ VLAN 入力トラフィックをドロップするには、次のコマン
ドを入力します。

Router(config)# vlan dot1q tag native

 • すべてのカスタマー スイッチで、vlan dot1q tag native オプションをグローバルなイネーブル
またはディセーブルのいずれか一方にします。

（注） このオプションがイネーブルになっているスイッチとディセーブルになっているス
イッチが混在している場合は、すべてのトラフィックがドロップされます。したがっ
て、すべてのカスタマー スイッチでこのオプションを各スイッチと同じに設定する
必要があります。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する場合は、必要に応じて、次に示す設定時の注意事項
に従ってください。

 • すべての BPDU がドロップされているため、次のように、レイヤ 2 プロトコル トンネル ポー
ト上でスパニング ツリー PortFast をイネーブルにできます。

Router(config-if)# spanning-tree portfast trunk

 • カスタマーがサービス プロバイダー側のスイッチを認識できないようにするには、次のよう
に 802.1Q トンネル ポート上で CDP をディセーブルにする必要があります。

Router(config-if)# no cdp enable 

802.1Q トンネリングの設定
ここでは、802.1Q トンネリングの設定について説明します。

 • 802.1Q トンネル ポートの設定（p.20-6）
 • ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるための Switch 設定（p.20-6）

注意 トンネリングに使用するすべての VLAN 内に適切なトンネル ポートだけがあり、トンネルごと
に VLAN が 1 つずつ使用されていることを確認します。VLAN へのトンネル ポートの割り当てが
誤っていると、トラフィックが正しく転送されません。
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802.1Q トンネリングの設定
802.1Q トンネル ポートの設定

特定のポート上で 802.1Q トンネリングを設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート 4/1 にトンネリングを設定して、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 4/1 
Router(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel 
Router(config-if)# end 
Router# show dot1q-tunnel interface 

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるための Switch 設定

vlan dot1q tag native コマンドは、ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けて、802.1Q トラ
ンク上で 802.1Q タグ付きフレームのみを許可するようにスイッチを設定するグローバル コマン
ドです。ネイティブ VLAN 内のタグなしトラフィックを含めて、タグなしフレームはすべてド
ロップされます。

no switchport trunk native vlan tag インターフェイス コマンドを入力したポートでは、vlan dot1q 
tag native グローバル コマンドの機能はディセーブルになります。

ここでは、ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるようにスイッチを設定する方法を説明
します。

 • ネイティブ VLAN トラフィックにグローバルにタグを付けるためのスイッチ設定（p.20-7）
 • ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けないようにするためのポート設定（p.20-7）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

 • LAN ポートをレイヤ 2 インターフェイスと
して設定するには、キーワードを指定せず
に switchport コマンドを 1 度入力する必要
があります。そのあとで、switchport コマ
ンドをキーワードと入力します。

 • インターフェイスに対して switchport コマ
ンドを一度も入力していない場合に限り、
必須です。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport mode dot1q-tunnel レイヤ 2 ポートをトンネル ポートとして設定し
ます。

Router(config-if)# no switchport mode dot1q-tunnel トンネル ポートの設定を消去します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show dot1q-tunnel [{interface type1 
interface-number}]

設定を確認します。
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802.1Q トンネリングの設定 
ネイティブ VLAN トラフィックにグローバルにタグを付けるためのスイッチ設定

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースで、ネイティブ VLAN のトラフィックにグローバルにタグを
付けるようにスイッチを設定するには、次の作業を行います。

次に、ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けるようにスイッチを設定し、その設定を確認
する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# vlan dot1q tag native 
Router(config)# end 
Router# show vlan dot1q tag native | include globally 
dot1q native vlan tagging is enabled globally
Router(config)# 

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けないようにするためのポート設定

ネイティブ VLAN トラフィックにグローバルにタグを付けるようにスイッチを設定している場合
は、ネイティブ VLAN タギングをポート単位でディセーブルにできます。

ネイティブ VLAN 内のトラフィックにタグを付けないようにポートを設定するには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan dot1q tag native ネイティブ VLAN トラフィックにグローバ
ルにタグを付けるようにスイッチを設定し
ます。

Router(config)# no vlan dot1q tag native 設定を消去します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 3 Router# show vlan dot1q tag native | include globally 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

 • LAN ポートをレイヤ 2 インターフェイスと
して設定するには、キーワードを指定せず
に switchport コマンドを 1 度入力する必要
があります。そのあとで、switchport コマ
ンドをキーワードと入力します。

 • ポートに対して switchport コマンドを一度
も入力していない場合にこの手順を行う必
要があります。

ステップ 3 Router(config-if)# no switchport trunk native vlan 
tag 

ネイティブ VLAN トラフィックにタグを付けな
いようにレイヤ 2 ポートを設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show interface type1 interface-number | 
include tagging 

設定を確認します。
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802.1Q トンネリングの設定
（注） ネイティブ VLAN トラフィックにグローバルにタグを付けるようにスイッチが設定されていない
と、ネイティブ VLAN タギング は、switchport trunk native vlan tag インターフェイス コマンド
を入力してもイネーブルになりません。

次に、ネイティブ VLAN 内のトラフィックにタグを付けるようにギガビット イーサネット ポー
ト 1/4 を設定し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4 
Router(config-if)# switchport trunk native vlan tag 
Router(config-if)# end 
Router# show interface gigabitethernet 1/4 switchport | include tagging 
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Operational Native VLAN tagging: disabled
Router# 
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C H A P T E R21

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX にレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定する手
順について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • WS-X6548-GE-TX、WS-X6548V-GE-TX、WS-X6148-GE-TX、WS-X6148V-GE-TX スイッチン
グ モジュールでは、レイヤ 2 プロトコル トンネリングをサポートしません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 2 プロトコル トンネリングの概要（p.21-1）
 • レイヤ 2 プロトコル トンネリングのサポートの設定（p.21-2）

レイヤ 2 プロトコル トンネリングの概要 
レイヤ 2 プロトコル トンネリングを使用すると、ネットワークを介してレイヤ 2 Protocol Data 
Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）（CDP、STP、および VTP）をトンネリングできます。
ここでは、次の用語を使用します。

 • エッジ スイッチ — カスタマー スイッチに接続され、サービス プロバイダー ネットワークの
境界に配置されたスイッチ（図 21-1 を参照）。

 • レイヤ 2 プロトコル トンネル ポート — 特定のトンネル化プロトコルをカプセル化したり、
カプセル化を解除することができるエッジ スイッチのポート。レイヤ 2 プロトコル トンネル 
ポートは CLI（コマンドライン インターフェイス）コマンドを使用して設定します。

 • トンネル化 PDU — CDP、STP、または VTP PDU
レイヤ 2 プロトコル トンネリングがない場合、トンネル ポートは STP と VTP パケットをドロッ
プし、CDP パケットを処理します。この PDU の処理方法に応じて、カスタマー スイッチに異な
るスパニング ツリー ドメイン（異なるスパニング ツリー ルート）が作成されます。たとえば、
スイッチ 1 の VLAN 用 STP（図 21-1 を参照）は、スイッチ 4 およびスイッチ 5 に基づくコンバー
ジェンス パラメータを考慮しないで、スイッチ 1、2、3 のスパニング ツリー トポロジを構築し
ます。カスタマーに単一のスパニング ツリー ドメインを提供するために、制御プロトコル PDU

（CDP、STP、および VTP）に対して、BPDU をトンネル化する一般的な方式が作成されていま
す。このプロセスは、Generic Bridge PDU Tunneling（GBPT）といいます。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングのサポートの設定
図 21-1 レイヤ 2 プロトコル トンネリング ネットワークの設定

GBPT は、入力エッジ スイッチ内で PDU をソフトウェアでカプセル化してから、ハードウェア
でマルチキャストすることにより PDU トンネリングを拡張する方式です。サービス プロバイ
ダー ネットワーク内のすべてのスイッチは、カプセル化されたこれらのフレームをデータ パ
ケットとして処理し、もう一方の端に転送します。出力エッジ スイッチはカプセル化されたこれ
らの特殊フレームを待ち受けて、カプセル化を解除し、これらをトンネルの外へ転送します。

カプセル化では、PDU 内の宛先 MAC（メディア アクセス制御）アドレスも書き換えられます。
入力エッジ スイッチは、レイヤ 2 トンネル ポート上で受信された PDU の宛先 MAC アドレスを、
シスコシステムズ独自のマルチキャスト アドレス（01-00-0c-cd-cd-d0）で書き換えます。次に、
PDU はレイヤ 2 トンネル ポートのネイティブ VLAN（仮想 LAN）にフラッディングされます。
ポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネリングをイネーブルにした場合、イネーブル化されたプロ
トコルの PDU は送信されません。ポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネリングをディセーブル
にした場合、ディセーブル化されたプロトコルは、そのポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネリ
ングがディセーブルになる前と同じように動作します。

レイヤ 2 プロトコル トンネリングのサポートの設定

（注） • 802.1Q トンネル ポートで受信されたカプセル化 PDU は、スイッチ上の同じ VLAN にある別
のトンネル ポートから伝送されます。

 • レイヤ 2 トンネリング ポートにジャンボ フレームのサポートを設定します。

 – 「ジャンボ フレームのサポートの設定」（p.8-9）を参照してください。

 – 「ジャンボ フレームのサポートの設定」に記載されている、ジャンボ フレームをサポー
トしていないモジュールをメモしてください。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングのサポートの設定   
特定のポート上でレイヤ 2 プロトコル トンネリングを設定するには、次の作業を行います。

レイヤ 2 ポートをレイヤ 2 プロトコル トンネル ポートとして設定する際、次の情報に注意してく
ださい。

 • 任意で、ポートにドロップしきい値を指定することもできます。1 ～ 4096 のドロップしきい
値は、特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、1 秒間に処理されるパケッ
ト数を決定します。処理パケット数がドロップしきい値を超えると、その特定のプロトコル
の PDU は、1 秒間の残りの時間にドロップされます。シャットダウンしきい値を指定しない
場合、値は 0 です（シャットダウンしきい値はディセーブルです）。

 • 任意で、ポートにシャットダウンしきい値を指定することもできます。1 ～ 4096 のシャット
ダウンしきい値は、特定のインターフェイス上で、特定のプロトコルに対し、1 秒間に処理
されるパケット数を決定します。処理パケット数がシャットダウンしきい値を超えると、
ポートは errdisable ステートになります。シャットダウンしきい値を指定しない場合、値は 0 
です（シャットダウンしきい値はディセーブルです）。

（注） 次のコマンドの l2ptguard  キーワードの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX 
Command References』を参照してください。 
 

• errdisable detect cause  
 

• errdisable recovery cause

次に、CDP、STP、および VTP に対して、ポート 5/1 にレイヤ 2 プロトコル トンネリングおよび
シャットダウンしきい値を設定し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 10

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport LAN ポートをレイヤ 2 スイッチング用に設定し
ます。

 • LAN ポートをレイヤ 2 インターフェイスとし
て設定するには、キーワードを指定せずに 
switchport コマンドを 1 度入力する必要があ
ります。そのあとで、switchport コマンドを
キーワードと入力します。

 • インターフェイスに対して switchport コマン
ドを一度も入力していない場合に限り、必須
です。

ステップ 3 Router(config-if)# l2protocol-tunnel 
[cdp|drop-threshold 
[packets|shutdown-threshold [packets]|stp|vtp]

レイヤ 2 ポートを、指定されたプロトコルのレイ
ヤ 2 プロトコル トンネル ポートとして設定しま
す。

Router(config-if)# no l2protocol-tunnel [cdp| 
drop-threshold|shutdown-threshold|stp|vtp]

設定を消去します。

ステップ 4 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show l2protocol-tunnel [interface 
type1 slot/port|summary]

設定を確認します。
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レイヤ 2 プロトコル トンネリングのサポートの設定
Router(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold stp 10
Router(config-if)# l2protocol-tunnel shutdown-threshold vtp 10
Router(config-if)# end
Router# show l2protocol-tunnel summary
Port   Protocol        Threshold
                       (cos/cdp/stp/vtp)
----------------------------------------
Fa5/1   cdp stp vtp     0/10  /10  /10          down trunk 
Router# 

次に、ポート 5/1 のカウンタ情報を表示する例を示します。

Router# show l2protocol-tunnel interface fastethernet 5/1
Port   Protocol        Threshold           Counters
                       (cos/cdp/stp/vtp)   (cdp/stp/vtp/decap)
-------------------------------------------------------------- 
Router# 

次に、ポート 5/1 のレイヤ 2 プロトコル トンネリング設定を消去する例を示します。

Router(config-if)# no l2protocol-tunnel shutdown-threshold cdp 10
Router(config-if)# no l2protocol-tunnel shutdown-threshold stp 10
Router(config-if)# no l2protocol-tunnel shutdown-threshold vtp 10
Router(config-if)# no l2protocol-tunnel cdp
Router(config-if)# no l2protocol-tunnel stp
Router(config-if)# no l2protocol-tunnel vtp
Router(config-if)# end
Router# show l2protocol-tunnel summary
Port   Protocol        Threshold
                       (cos/cdp/stp/vtp)
---------------------------------------- 
Router#

次に、レイヤ 2 プロトコル トンネリング ポートのカウンタを消去する例を示します。

Router# clear l2protocol-tunnel counters
Router# 
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STP および MST の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー 
プロトコル）および Multiple Spanning Tree（MST）プロトコルを設定する手順について説明しま
す。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • STP の概要（p.22-1）
 • IEEE 802.1w RSTP の概要（p.22-12）
 • MST の概要（p.22-17）
 • STP の設定（p.22-24）
 • MST の設定（p.22-36）
 • MST 設定とステータスの表示（p.22-49）

（注） PortFast、UplinkFast、および BackboneFast STP 拡張機能の設定手順については、第 23 章「オプ
ションの STP 機能の設定」 を参照してください。

STP の概要 
ここでは、STP の機能について説明します。

 • STP の概要（p.22-2）
 • ブリッジ ID の概要（p.22-2）
 • BPDU の概要（p.22-3）
 • ルート ブリッジの選定（p.22-4）
 • STP プロトコル タイマー（p.22-4）
 • スパニング ツリー トポロジの作成（p.22-5）
 • STP ポート ステート（p.22-5）
 • STP および IEEE 802.1Q トランク（p.22-11）
22-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html


第 22 章      STP および MST の設定           

STP の概要
STP の概要

STP は、ネットワークの不要なループを排除しながらパスの冗長性を提供する、レイヤ 2 リンク
管理プロトコルです。レイヤ 2 イーサネット ネットワークが正常に動作するには、2 つのステー
ション間で存在できるアクティブ パスは 1 つだけです。STP の動作は透過的なので、エンド ス
テーションが単一の LAN セグメントに接続されているのか、それとも複数セグメントからなる
スイッチド LAN に接続されているのかを、エンド ステーションが検知することはできません。

レイヤ 2 イーサネット ポートは、すべての VLAN で STP（IEEE 802.1D ブリッジ プロトコル）を
使用します。デフォルトでは、（STP を手動でディセーブルにしないかぎり）設定されている 
VLAN ごとに 1 つの STP インスタンスが動作します。STP は、VLAN 単位でイネーブルおよび
ディセーブルにできます。

フォールトトレラントなインターネットワークを作成する場合、ネットワーク上のすべてのノー
ド間にループフリー パスを形成する必要があります。STP アルゴリズムは、スイッチド レイヤ 2 
ネットワーク上で 良のループフリー パスを算出します。レイヤ 2 LAN ポートは定期的に STP 
フレームを送受信します。ネットワーク装置はこれらのフレームを転送しないで、フレームを使
用してループフリー パスを構築します。

エンド ステーション間に複数のアクティブ パスがあると、ネットワーク内でループが発生する
原因になります。ネットワークにループが存在する場合、エンド ステーションが重複したメッ
セージを受信したり、ネットワーク装置が複数のレイヤ 2 LAN ポート上のエンド ステーション 
MAC（メディア アクセス制御）アドレスを学習したりする可能性があります。このような状況
が、不安定なネットワーク環境につながります。

STP は、ルート ブリッジおよびそのルートからレイヤ 2 ネットワーク上のすべてのネットワーク
装置へのループフリー パスを備えたツリーを定義します。STP は冗長データ パスを強制的にス
タンバイ（ブロック）ステートにします。スパニング ツリーの 1 つのネットワーク セグメント
で障害が発生し、冗長パスが存在する場合、STP アルゴリズムはスパニング ツリー トポロジを
再計算し、スタンバイ パスをアクティブにします。

ネットワーク装置上の 2 つのレイヤ 2 LAN ポートがループの一部になっている場合、どちらの
ポートがフォワーディング ステートになり、どちらのポートがブロッキング ステートになるか
は、STP ポート プライオリティおよびポート パス コストの設定によって決まります。STP ポー
ト プライオリティ値は、ネットワーク トポロジにおけるポートの位置を表すとともに、ポート
がトラフィックを渡すのに適した位置にあるかどうかを表します。STP ポート パス コスト値は、
メディア速度を表します。

ブリッジ ID の概要

各ネットワーク装置上の各 VLAN には、一意の 64 ビットブリッジ ID が設定されています。ブ
リッジ ID はブリッジ プライオリティ値、拡張システム ID、および STP MAC アドレス割り当て
で構成されています。

ここでは、次の内容について説明します。

 • ブリッジ プライオリティ値（p.22-2）
 • 拡張システム ID（p.22-3）
 • STP MAC アドレスの割り当て（p.22-3）

ブリッジ プライオリティ値

（注） Cisco IOS Software Release 12.2SX では、拡張システム ID は常にイネーブルです。

拡張システム ID がイネーブルの場合、ブリッジ プライオリティは 4 ビット値です（表 22-1 
[p.22-3]  および「VLAN のブリッジ プライオリティの設定」[p.22-33] を参照）。
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STP の概要 
拡張システム ID
12 ビット拡張システム ID フィールドは、ブリッジ ID の一部です（表 22-1 [p.22-3] を参照）。64 
の MAC アドレスのみをサポートするシャーシは、常に 12 ビット拡張システム ID を使用します。
1024 の MAC アドレスをサポートするシャーシでは、拡張システム ID の使用をイネーブルにで
きます。STP は拡張システム ID として VLAN ID を使用します。「拡張システム ID のイネーブル
化」（p.22-27）を参照してください。

STP MAC アドレスの割り当て

Catalyst 6500 シリーズ スイッチ シャーシには、STP のようなソフトウェア機能をサポートするた
めに使用可能な 64 または 1,024 の MAC アドレスがあります。シャーシの MAC アドレスの範囲
を表示するには、show catalyst6000 chassis-mac-address コマンドを入力します。

64 の MAC アドレスを持つシャーシの場合、STP は拡張システム ID と MAC アドレスを使用し
て、VLAN ごとに一意のブリッジ ID を作成します。

拡張システム ID がイネーブルでない場合、STP は VLAN ごとに 1 つの MAC アドレスを使用し
て、VLAN ごとに一意のブリッジ ID を作成します。

拡張システム ID がイネーブルになっているネットワーク装置がネットワークにある場合、望ま
しくないルート ブリッジ選択やスパニング ツリー トポロジ問題を回避するために、レイヤ 2 で
接続されているその他すべてのネットワーク装置でも、拡張システム ID をイネーブルにする必
要があります。

拡張システム ID がイネーブルの場合、ルート ブリッジのプライオリティは、4096 の倍数プラス 
VLAN ID になります。拡張システム ID がイネーブルだと、スイッチ ブリッジ ID（ルート ブ
リッジの ID を決定するためスパニング ツリー アルゴリズムによって使用され、 小値のほうが
優先される）には、4096 の倍数のみ指定できます。次の数値のみ利用可能です。0、4096、8192、
12288、16384、20480、24576、28672、32768、36864、40960、45056、49152、53248、57344、お
よび 61440。
同じスパニング ツリー ドメイン内の別のブリッジで拡張システム ID がイネーブルでない場合、
ブリッジ ID により細かい値を選択できるため、そのブリッジがルート ブリッジの所有権を取得
する可能性があります。

BPDU の概要

Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）はルート ブリッジから
一方向に送信されます。各ネットワーク装置はコンフィギュレーション BPDU を送信して、スパ
ニング ツリー トポロジを伝達および計算します。各コンフィギュレーション BPDU に含まれる

小限の情報は、次のとおりです。

 • 送信側ネットワーク装置がルート ブリッジとみなしているネットワーク装置の固有のブリッ
ジ ID

 • ルートまでの STP パス コスト

 • 送信側ブリッジのブリッジ ID
 • メッセージ エージ

 • 送信側ポートの識別子

表 22-1 拡張システム ID がイネーブルの場合のブリッジ プライオリティ値および拡張システム ID

ブリッジ プライオリティ値 拡張システム ID（VLAN ID と同設定）

ビット 
16

ビット 
15

ビッ
ト 14

ビッ
ト 13

ビッ
ト 12

ビッ
ト 11

ビッ
ト 10

ビッ
ト 9

ビッ
ト 8

ビッ
ト 7

ビッ
ト 6

ビッ
ト 5

ビッ
ト 4

ビッ
ト 3

ビッ
ト 2

ビッ
ト 1

32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
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STP の概要
 • hello タイマー、転送遅延タイマー、および max-age プロトコル タイマーの値

ネットワーク装置が BPDU フレームを伝送すると、そのフレームが伝送される LAN に接続され
たすべてのネットワーク装置が BPDU を受信します。ネットワーク装置が BPDU を受信すると、
スイッチはそのフレームを転送するのではなく、フレームに含まれる情報を使用して BPDU を計
算し、トポロジに変更があれば、BPDU の送信を開始します。

BPDU 交換によって次の処理が行われます。

 • 1 台のネットワーク装置がルート ブリッジとして選定されます。

 • パス コストに基づいて、各ネットワーク装置のルート ブリッジまでの 短距離が計算されま
す。

 • LAN セグメントごとに指定ブリッジが選択されます。これはルート ブリッジにもっとも近
いネットワーク装置であり、このネットワーク装置を経由してルートにフレームが転送され
ます。

 • ルート ポートが選択されます。これはブリッジからルート ブリッジまでの 適パスを提供す
るポートです。

 • スパニング ツリーに含まれるポートが選択されます。

ルート ブリッジの選定

VLAN ごとに、 高のプライオリティのブリッジ ID（数値的に 小の ID 値）を持つネットワー
ク装置がルート ブリッジとして選定されます。すべてのネットワーク装置がデフォルト プライ
オリティ（32768）に設定されている場合は、VLAN 内で 小の MAC アドレスを持つネットワー
ク装置がルート ブリッジになります。ブリッジ プライオリティ値はブリッジ ID の 上位ビット
を占めます。

ブリッジ プライオリティ値を変更すると、スイッチがルート ブリッジとして選定される確率が
変わります。高いプライオリティ値を設定するとその確率が高くなり、低いプライオリティ値を
設定すると低くなります。

STP ルート ブリッジは、レイヤ 2 ネットワークにおけるスパニング ツリー トポロジの論理上の
中心です。レイヤ 2 ネットワーク内のどの場所からも、ルート ブリッジに到達するために必要と
されないパスは、すべて STP ブロッキング モードになります。

BPDU には、送信側ブリッジおよびそのポートについて、ブリッジおよび MAC アドレス、ブ
リッジ プライオリティ、ポート プライオリティ、パス コストなどの情報が含まれます。STP は
この情報を使用してレイヤ 2 ネットワークのルート ブリッジを選定し、ルート ブリッジへの
ルート ポートを選定し、各レイヤ 2 セグメントの Designated Port（DP; 指定ポート）を判別しま
す。

STP プロトコル タイマー

表 22-2 に、STP のパフォーマンスに影響する STP プロトコル タイマーを示します。

表 22-2 STP プロトコル タイマー 

変数 説明

hello タイマー ネットワーク装置から他のネットワーク装置へ hello メッセージをブ
ロードキャストする間隔を決定します。

転送遅延タイマー ポートが転送を開始するまでの、リスニング ステートおよびラーニン
グ ステートが継続する時間を決定します。

大エージング タイ
マー

ポートで受信したプロトコル情報がネットワーク装置によって保管さ
れる時間を決定します。
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STP の概要 
スパニング ツリー トポロジの作成

図 22-1 では、スイッチ A がルート ブリッジに選定されます。これは、すべてのネットワーク装
置でブリッジ プライオリティがデフォルト（32768）に設定されており、スイッチ A の MAC ア
ドレスが 小であるためです。ただし、トラフィック パターン、転送ポートの数、またはリンク 
タイプによっては、スイッチ A が 適なルート ブリッジであるとは限りません。 適なネット
ワーク装置がルート ブリッジになるように、装置のプライオリティを上げる（数値を下げる）こ
とで、ルートとして 適なネットワーク装置を使用する、新しい STP トポロジを強制的に再計算
させることができます。

図 22-1 スパニング ツリー トポロジ

スパニング ツリー トポロジをデフォルトのパラメータに基づいて計算すると、スイッチド ネッ
トワーク上の送信元から宛先エンド ステーションまでのパスが 適にならない可能性がありま
す。たとえば、現在のルート ポートよりも数値の大きいポートに高速リンクを接続すると、ルー
ト ポートが変更される場合があります。 高速のリンクをルート ポートにすることが重要です。

たとえば、スイッチ B の 1 つのポートが光ファイバ リンクであり、同じスイッチの別のポート
（Unshielded Twisted-Pair [UTP; シールドなしツイストペア ] リンク）がルート ポートになってい
ると仮定します。ネットワーク トラフィックを高速の光ファイバ リンクに流した方が効率的で
す。光ファイバ ポートの STP ポート プライオリティをルート ポートよりも上げると（数値を下
げる）、光ファイバ ポートが新しいルート ポートになります。

STP ポート ステート

ここでは、STP ポート ステートについて説明します。

 • STP ポート ステートの概要（p.22-5）
 • ブロッキング ステート（p.22-7）
 • リスニング ステート（p.22-8）
 • ラーニング ステート（p.22-8）
 • フォワーディング ステート（p.22-9）
 • ディセーブル ステート（p.22-10）

STP ポート ステートの概要

プロトコル情報がスイッチド LAN を通過するとき、伝播遅延が生じることがあります。その結
果、スイッチド ネットワークのさまざまな時点および場所でトポロジの変化が発生します。レイ
ヤ 2 LAN ポートがスパニング ツリー トポロジに含まれていない状態からフォワーディング ス
テートに直接移行すると、一時的にデータ ループが形成される可能性があります。ポートは新し
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STP の概要
いトポロジ情報がスイッチド LAN 経由で伝播されるまで待機し、それからフレーム転送を開始
する必要があります。さらに、古いトポロジで転送されたフレームの存続時間を満了させること
も必要です。

STP を使用する各レイヤ 2 LAN ポートは、次の 5 種類のステートのいずれかになります。

 • ブロッキング — レイヤ 2 LAN ポートがフレーム転送に参加していない状態です。

 • リスニング — レイヤ 2 LAN ポートがフレーム転送に参加すべきであると STP が判断した場
合に、ブロッキング ステートのあとで 初に開始する移行ステートです。

 • ラーニング — レイヤ 2 LAN ポートがフレーム転送に参加する準備をしている状態です。

 • フォワーディング — レイヤ 2 LAN ポートはフレームを転送します。

 • ディセーブル — レイヤ 2 LAN ポートが STP に参加せず、フレームを転送していない状態で
す。

レイヤ 2 LAN ポートは、次のように 5 種類のステートを移行します。

 • 初期化からブロッキング

 • ブロッキングからリスニングまたはディセーブル

 • リスニングからラーニングまたはディセーブル

 • ラーニングからフォワーディングまたはディセーブル

 • フォワーディングからディセーブル

図 22-2 に、レイヤ 2 LAN ポートがどのように 5 種類のステートを移行するかを示します。

図 22-2 レイヤ 2 LAN インターフェイス ステート

STP をイネーブルにすると、すべてのポート、VLAN、およびネットワークは、電源投入時に必
ずブロッキング ステートを経て、それからリスニングおよびラーニングという移行ステートに進
みます。設定が適切であれば、各レイヤ 2 LAN ポートはフォワーディング ステートまたはブ
ロッキング ステートで安定します。

STP アルゴリズムによってレイヤ 2 LAN ポートがフォワーディング ステートになると、次の処
理が行われます。

1. レイヤ 2 LAN ポートがリスニング ステートになり、ブロッキング ステートに移行するよう
に指示するプロトコル情報を待ちます。

2. レイヤ 2 LAN ポートが転送遅延タイマーの満了を待ち、その時点でラーニング ステートにな
り、転送遅延タイマーをリセットします。
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第 22 章      STP および MST の設定

STP の概要 
3. ラーニング ステートで、レイヤ 2 LAN ポートはフレーム転送を引き続きブロックしながら、
転送データベースのエンド ステーションのロケーション情報を学習します。

4. レイヤ 2 LAN ポートは、転送遅延タイマーの終了とともにフォワーディング ステートにな
り、学習およびフレーム転送が両方ともイネーブルになります。

ブロッキング ステート

ブロッキング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレーム転送に参加しません（図 22-3 を参
照）。初期化後、各レイヤ 2 LAN ポートに BPDU が送信されます。ネットワーク装置は、他の
ネットワーク装置と BPDU を交換するまでは、そのネットワーク装置をルートとみなします。こ
の BPDU 交換により、ネットワーク上のどのネットワーク装置がルートまたはルート ブリッジ
であるかが確定します。ネットワークにネットワーク装置が 1 台しか存在しない場合は、BPDU 
交換は行われず、転送遅延タイマーが終了し、ポートはリスニング ステートに移行します。初期
化後、ポートは必ずブロッキング ステートになります。

図 22-3 ブロッキング ステートのインターフェイス 2

ブロッキング ステートのレイヤ 2 LAN ポートの動作は、次のとおりです。

 • 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

 • 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

 • アドレス データベースに、エンド ステーションのロケーション情報は組み込みません（ブ
ロッキング状態のレイヤ 2 LAN ポートに関する学習は行われないため、アドレス データベー
スは更新されません）。

 • BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。

 • システム モジュールから受信した BPDU を送信しません。

 • ネットワーク管理メッセージを受信して応答します。
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第 22 章      STP および MST の設定           

STP の概要
リスニング ステート

リスニング ステートは、レイヤ 2 LAN ポートがブロッキング ステートを経て 初に開始する移
行ステートです。レイヤ 2 LAN ポートがフレーム転送に参加すべきであると STP が判断した場
合に、レイヤ 2 LAN ポートはこのステートを開始します。図 22-4 に、リスニング ステートのレ
イヤ 2 LAN ポートを示します。

図 22-4 リスニング ステートのインターフェイス 2

リスニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートの動作は、次のとおりです。

 • 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

 • 転送用に他の LAN ポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

 • アドレス データベースに、エンド ステーションのロケーション情報は組み込みません（この
時点で学習は行われないため、アドレス データベースは更新されません）。

 • BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。

 • システム モジュールから送られた BPDU を受信し、処理して送信します。

 • ネットワーク管理メッセージを受信して応答します。

ラーニング ステート

ラーニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレーム転送に参加するための準備を行います。
レイヤ 2 LAN ポートは、リスニング ステートからラーニング ステートを開始します。図 22-5 に、
ラーニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートを示します。
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STP の概要 
図 22-5 ラーニング ステートのインターフェイス 2

ラーニング ステートのレイヤ 2 LAN ポートの動作は、次のとおりです。

 • 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

 • 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

 • エンド ステーションのロケーション情報をアドレス データベースに組み込みます。

 • BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。

 • システム モジュールから送られた BPDU を受信し、処理して送信します。

 • ネットワーク管理メッセージを受信して応答します。

フォワーディング ステート

フォワーディング ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレームを転送します（図 22-6 を参照）。
レイヤ 2 LAN ポートは、ラーニング ステートからフォワーディング ステートを開始します。
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第 22 章      STP および MST の設定           

STP の概要
図 22-6 フォワーディング ステートのインターフェイス 2

フォワーディング ステートのレイヤ 2 LAN ポートの動作は、次のとおりです。

 • 接続セグメントから受信したフレームを転送します。

 • 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを転送します。

 • エンド ステーションのロケーション情報をアドレス データベースに組み込みます。

 • BPDU を受信し、それをシステム モジュールに転送します。

 • システム モジュールから受信した BPDU を処理します。

 • ネットワーク管理メッセージを受信して応答します。

ディセーブル ステート

ディセーブル ステートのレイヤ 2 LAN ポートは、フレーム転送または STP に参加しません（図 
22-7 を参照）。ディセーブル ステートのレイヤ 2 LAN ポートは事実上、動作することはありませ
ん。
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第 22 章      STP および MST の設定

STP の概要 
図 22-7 ディセーブル ステートのインターフェイス 2

 ディセーブル ステートのレイヤ 2 LAN ポートの動作は、次のとおりです。

 • 接続セグメントから受信したフレームを廃棄します。

 • 転送用に他のポートからスイッチングされたフレームを廃棄します。

 • アドレス データベースに、エンド ステーションのロケーション情報は組み込みません（学習
は行われないため、アドレス データベースは更新されません）。

 • BPDU を受信しません。

 • システム モジュールから送信用の BPDU を受信しません。

STP および IEEE 802.1Q トランク

802.1Q トランクによって、ネットワークの STP の構築方法に、いくつかの制約が課されます。
802.1Q トランクを使用して接続しているシスコのネットワーク装置では、トランク上で許容され
る VLAN ごとに 1 つの STP インスタンスが維持されます。しかし、他社製の 802.1Q ネットワー
ク装置では、トランク上で許容されるすべての VLAN に対して 1 つの STP インスタンスしか維持
されません。

802.1Q トランクを使用してシスコのネットワーク装置を他社製のネットワーク装置に接続する場
合、シスコのネットワーク装置は、トランクの 802.1Q VLAN の STP インスタンスを、他社製の 
802.1Q ネットワーク装置のインスタンスと統合します。ただし、VLAN 別の STP 情報はすべて、
他社製の 802.1Q ネットワーク装置のクラウドと切り離されて、シスコのネットワーク装置に
よって維持されます。シスコのネットワーク装置を隔てている他社製の 802.1Q 装置のクラウド
は、ネットワーク装置間の単一トランク リンクとして処理されます。

802.1Q トランクの詳細については、第 13 章「レイヤ 2 スイッチング用 LAN ポートの設定」 を参
照してください。
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第 22 章      STP および MST の設定           

IEEE 802.1w RSTP の概要
IEEE 802.1w RSTP の概要 
RSTP は、ポイントツーポイント配線を利用してスパニング ツリーの高速コンバージェンスを実
現します。スパニング ツリーの再設定は 1 秒以内に実行できます（802.1D スパニング ツリーの
デフォルト設定の場合は 50 秒かかります）。

ここでは、RSTP の機能について説明します。

 • ポート ロールとアクティブ トポロジ（p.22-12）
 • 高速コンバージェンス（p.22-13）
 • ポート ロールの同期化（p.22-14）
 • BPDU の形式と処理（p.22-15）
 • トポロジの変更（p.22-16）
 • Rapid PVST（p.22-17）

ポート ロールとアクティブ トポロジ

RSTP では、ポート ロールを割り当ててアクティブ トポロジを学習することで、スパニング ツ
リーの高速コンバージェンスを実現します。「ルート ブリッジの選定」（p.22-4）で説明している
ように、RSTP は、802.1D STP を利用して、 も高いスイッチ プライオリティ（ 小プライオリ
ティ値）を持つスイッチをルート ブリッジとして選択します。次に、RSTP は、各ポートにいず
れか 1 つの役割をポート ロールを当てます。

 • ルート ポート — スイッチがルート ブリッジにパケットを転送する際に 適なパス（ 小コ
スト）を提供します。

 • 指定ポート — LAN からルート ブリッジにパケットを転送する際に 小パス コストになる指
定スイッチに接続します。指定スイッチが LAN に接続されるポートを指定ポートと呼びま
す。

 • 代替ポート — 現在のルート ポートが提供するルート ブリッジへの代替パスを提供します。

 • バックアップ ポート — 指定ポートが提供する、スパニング ツリーのリーフへのパスのバッ
クアップとして機能します。バックアップ ポートは、2 つのポートがループバック内でポイ
ントツーポイント リンクで接続されている場合、または 1 つのスイッチに共有 LAN セグメ
ントへの接続が複数ある場合のみ、使用できます。

 • ディセーブル ポート — スパニング ツリーの処理における役割が指定されていないポートで
す。

ルート ポートまたは指定のポート ロールを割り当てられたポートは、アクティブ トポロジに含
まれます。代替ポートまたはバックアップのポート ロールを割り当てられたポートは、アクティ
ブ トポロジから除外されます。

ネットワーク全体で一貫したポート ロールがある安定したトポロジでは、RSTP により各ルート 
ポートおよび指定ポートは即座にフォワーディング ステートに移行し、すべての代替ポートおよ
びバックアップ ポートは常に廃棄ステートになります（802.1D でのブロッキングと同様）。ポー
ト ステートは、フォワーディングおよびラーニング プロセスの処理を制御します。表 22-3 に、
802.1D と RSTP ポート ステートの比較を示します。

表 22-3 ポート ステートの比較 

動作ステータス

STP ポート ス
テート（IEEE 
802.1D）

RSTP ポート ス
テート

アクティブ トポロジ内の 
ポートの有無

イネーブル ブロッキング 廃棄 なし

イネーブル リスニング 廃棄 なし
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第 22 章      STP および MST の設定

IEEE 802.1w RSTP の概要   
シスコの STP 実装製品との整合性をはかるために、このマニュアルではポートの廃棄ステートを
ブロッキングと定義します。指定ポートは、リスニング ステートから開始します。

高速コンバージェンス

RSTP には、スイッチ、スイッチ ポート、または LAN に障害が発生したあとに、短時間で接続を
回復する機能があります。エッジ ポート、新規ルート ポート、およびポイントツーポイント リ
ンクで接続されたポートに対して、次のような高速コンバージェンス機能を提供します。

 • エッジ ポート — spanning-tree portfast 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 RSTP スイッチのポートをエッジ ポートとして設定した場合、エッジ ポートは即
座にフォワーディング ステートに移行します。エッジ ポートは Port Fast 対応ポートと同じ
で、これをイネーブルにできるのは、単一のエンド ステーションに接続されているポートの
みです。

 • ルート ポート — RSTP が新規ルート ポートを選択した場合、古いルート ポートをブロック
して、即座に新規ルート ポートをフォワーディング ステートに移行します。

 • ポイントツーポイント リンク — ポイントツーポイント リンクを介してポートを別のポート
に接続してローカル ポートが指定ポートになる場合、ループのないトポロジを実現するため
に、提案合意ハンドシェイクを使用して相手側ポートと高速移行をネゴシエーションしま
す。

スイッチ A はポイントツーポイント リンクを介してスイッチ B に接続されており、すべての
ポートがブロッキング ステートになります（図 22-8 を参照）。スイッチ A のプライオリティ
がスイッチ B のプライオリティよりも小さい値であるとします。スイッチ A が提案メッセー
ジ（提案フラグが設定されたコンフィギュレーション BPDU）をスイッチ B に送信して、自
身が指定スイッチであると提案します。

スイッチ B が提案メッセージを受信すると、提案メッセージを受信したポートを新しいルー
ト ポートとして選択し、すべての非エッジ ポートを強制的にブロッキング ステートにしま
す。さらに、その新しいルート ポート経由で合意メッセージ（合意フラグが設定された 
BPDU）を送信します。

スイッチ A は、スイッチ B から合意メッセージを受信すると、ただちに自身の指定ポートを
フォワーディング ステートにします。スイッチ B はすべての非エッジ ポートをブロックし
ており、さらにスイッチ A と B はポイントツーポイント リンクで接続されているため、ネッ
トワークにループは形成されません。

スイッチ C がスイッチ B に接続された場合も、同様の一連のハンドシェイク メッセージが交
換されます。スイッチ C はスイッチ B に接続されたポートをルート ポートとして選択し、両
端のポートはすぐにフォワーディング ステートに移行します。このハンドシェイク プロセス
の繰り返しによって、もう 1 つのスイッチがアクティブ トポロジに追加されます。ネット
ワークが収束すると、この提案合意ハンドシェイクはルートからスパニング ツリーのリーフ
に進みます。

イネーブル ラーニング ラーニング あり

イネーブル フォワーディング フォワーディング あり

ディセーブル ディセーブル 廃棄 なし

表 22-3 ポート ステートの比較（続き）

動作ステータス

STP ポート ス
テート（IEEE 
802.1D）

RSTP ポート ス
テート

アクティブ トポロジ内の 
ポートの有無
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IEEE 802.1w RSTP の概要
スイッチは、ポートの二重モードからリンク タイプを判断します。つまり、全二重ポートは
ポイントツーポイント接続とみなされ、半二重ポートは共有接続とみなされます。
spanning-tree link-type インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
デュプレックス設定で制御されたデフォルト設定を上書きすることができます。

図 22-8 高速コンバージェンスの提案合意ハンドシェイク

ポート ロールの同期化

スイッチのポートの 1 つが提案メッセージを受信し、そのポートが新しいルート ポートとして選
択されると、RSTP は他のすべてのポートを新しいルート情報に強制的に同期化させます。

他のポートがすべて同期化されると、スイッチはルート ポートで受信した上位のルート情報と同
期化されます。次のような場合、スイッチの個別のポートが同期されます。

 • ポートがブロッキング ステートの場合

 • エッジ ポート（ネットワークのエッジ上に設定されているポート）の場合

指定ポートがフォワーディング ステートでエッジ ポートとして設定されていない場合、RSTP に
よって新しいルート情報に強制的に同期化されると、その指定ポートはブロッキング ステートに
移行します。一般に、RSTP がポートをルート情報に強制的に同期させ、ポートが上記のいずれ
の条件も満たしていない場合、そのポートのステートはブロッキングに設定されます。

スイッチはすべてのポートが同期されたことを確認すると、そのルート ポートに対応する指定ス
イッチに合意メッセージを送信します。ポイントツーポイント リンクによって接続されたスイッ
チがそれぞれのポート ロールについて合意すると、RSTP はポートのステートを即座にフォワー
ディング ステートに移行させます。図 22-9 に、このイベント シーケンスを示します。
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第 22 章      STP および MST の設定

IEEE 802.1w RSTP の概要   
図 22-9 高速コンバージェンス時のイベント シーケンス

BPDU の形式と処理

ここでは、BPDU の形式と処理について説明します。

 • BPDU 形式と処理の概要（p.22-15）
 • 上位 BPDU 情報の処理（p.22-16）
 • 下位 BPDU 情報の処理（p.22-16）

BPDU 形式と処理の概要

RSTP BPDU の形式は、プロトコル バージョンが 2 に設定されている点を除き、802.1Ｄ BPDU の
形式と同じです。Version 1 Lengtn フィールドは、0 に設定されます。これは、バージョン 1 のプ
ロトコル情報が存在しないことを意味します。表 22-4 に、RSTP フラグ フィールドを示します。

2. 
9. 

1. 4. 

6. 

 

8. 10. 

 

7. 

5. 

3. 
11. 

88
76

1

表 22-4 RSTP BPDU フラグ 

ビット 機能

0 トポロジの変更（TC; Topology Change）
1 提案

2 ～ 3:
00
01
10
11

ポート ロール

不明

代替ポートまたはバックアップ ポート

ルート ポート

指定ポート

4 ラーニング

5 フォワーディング
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IEEE 802.1w RSTP の概要
送信側のスイッチは、自身をその LAN の指定スイッチとして提案する提案フラグを RSTP BPDU 
に設定します。提案メッセージのポート ロールは常に指定ポートに設定されます。

送信側のスイッチは、前の提案を受け入れる合意フラグを RSTP BPDU に設定します。合意メッ
セージのポート ロールは、常にルート ポートに設定されます。

RSTP には 個別の TCN BPDU はありません。トポロジの変更を示すには、TC フラグを使用しま
す。ただし、802.1D スイッチと相互運用性を保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と
生成を行います。

ラーニング フラグとフォワーディング フラグは、送信側のポートのステートに応じて設定され
ます。

上位 BPDU 情報の処理

上位 BPDU は、現在ポートに格納されているものよりも上位のルート情報（小さいスイッチ ID、
低いパス コストなど）を持つ BPDU です。

ポートが上位 BPDU を受信すると、RSTP は再構成を開始します。そのポートが新しいルート 
ポートとして提案され選択されると、RSTP は他のすべてのポートを強制的に同期化します。

受信した BPDU が提案フラグの設定された RSTP BPDU である場合、スイッチは他のすべての
ポートを同期化してから合意メッセージを送信します。BPDU が 802.1D BPDU の場合、スイッチ
は提案フラグを設定せずにポートの転送遅延タイマーを開始します。新しいルート ポートは、
フォワーディング ステートに移行するために 2 倍の転送遅延時間を必要とします。

ポートで上位の情報が受信されたために、そのポートがバックアップ ポートまたは代替ポートに
なる場合、RSTP によりポートはブロッキング ステートに設定され、合意メッセージが送信され
ます。指定ポートは、転送遅延タイマーが満了するまで、提案フラグの設定された BPDU の送信
を続けます。タイマーが満了すると、ポートはフォワーディング ステートに移行します。

下位 BPDU 情報の処理

下位 BPDU は、現在ポートに格納されているものよりも下位のルート情報（大きいスイッチ ID、
高いパス コストなど）を持つ BPDU です。

指定ポートが下位 BPDU を受信すると、その指定ポートは自身の情報を即座に応答します。

トポロジの変更

スパニング ツリー トポロジの変更を処理する際の RSTP と 802.1D との違いは以下のとおりです。

 • 検出 — 802.1D では、どのようなブロッキング ステートとフォワーディング ステートとの間
の移行でもトポロジの変更が発生しますが、RSTP でトポロジの変更が生じるのは、ブロッ
キング ステートからフォワーディング ステートに移行する場合だけです（トポロジの変更と
みなされるのは、接続数が増加する場合だけです）。エッジ ポートでステートが変更されて
も、トポロジの変更は発生しません。RSTP スイッチはトポロジの変更を検出すると、TC 通
知を受信するポート以外のすべての非エッジ ポートで学習済みの情報を削除します。

 • 通知 — RSTP は、802.1D と違い、TCN BPDU を使用しません。ただし、802.1D と相互運用性
を保つために、RSTP スイッチは TCN BPDU の処理と生成を行います。

6 合意

7 トポロジ変更の確認（TCA; Topology Change 
Acknowledgement）

表 22-4 RSTP BPDU フラグ（続き）

ビット 機能
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第 22 章      STP および MST の設定

MST の概要 
 • 確認 — RSTP スイッチは、指定ポートで 802.1D スイッチから TCN メッセージを受信すると、
TCA ビットが設定された 802.1D コンフィギュレーション BPDU で応答します。ただし、
802.1D スイッチに接続されたルート ポートで TC 時間タイマー（802.1D のトポロジ変更タイ
マーと同じ）がアクティブであり、TCA が設定されたコンフィギュレーション BPDU を受信
した場合、TC 時間タイマーがリセットされます。

この処理方法は、802.1D スイッチをサポートする場合にのみ必要です。RSTP の BPDU には、
TCA ビットは設定されません。

 • 伝播 — RSTP スイッチが指定ポートまたはルート ポート経由で別のスイッチから TC メッ
セージを受信すると、すべての非エッジ ポート、指定ポート、およびルート ポート（受信
ポートを除く）にトポロジ変更が伝播されます。スイッチは、これらすべてのポートの TC 
時間タイマーを開始し、これらのポート上で学習した情報をフラッシュします。

 • プロトコルの移行 — 802.1D スイッチとの下位互換性を保つために、RSTP は 802.1D コン
フィギュレーション BPDU と TCN BPDU をポート単位で選択的に送信します。

ポートが初期化されると、移行遅延タイマーが開始され（RSTP BPDU を送信する 短時間
を指定）、RSTP BPDU が送信されます。このタイマーがアクティブの間、スイッチは目的の
ポートで受信されたすべての BPDU を処理し、プロトコル タイプは無視します。

ポートの移行遅延タイマーの期限が切れたあとに、スイッチが 802.1D BPDU を受信した場
合、スイッチは 802.1D スイッチに接続されたと認識し、802.1D BPDU のみの使用を開始しま
す。ただし、RSTP スイッチがポートで 802.1D BPDU を使用している場合、タイマー満了後
に RSTP BPDU を受信すると、スイッチはタイマーを再起動し、そのポートで RSTP BPDU の
使用を開始します。

Rapid PVST 
Rapid PVST は既存の PVST+ 用の設定を使用します。しかしながら、Rapid PVST は RSTP を使用
してより速いコンバージェンスを提供します。独立 VLAN は、独自の RSTP インスタンスを実行
します。

ダイナミック エントリは、トポロジ変更を受信すると、ポート単位ですぐに消去されます。

UplinkFast および BackboneFast コンフィグレーションは Rapid PVST モードでは無視され、両機能
は RSTP に含まれます。

MST の概要
ここでは MST について説明します。

 • MST の概要（p.22-17）
 • MST 領域（p.22-18）
 • IST、CIST、および CST（p.22-18）
 • ホップ カウント（p.22-21）
 • 境界ポート（p.22-22）
 • 標準準拠 MST 実装（p.22-22）
 • IEEE 802.1D-1998 STP との相互運用性（p.22-24）

MST の概要

MST は、複数の VLAN（仮想 LAN）をスパニング ツリー インスタンスにマッピングします。各
インスタンスには他のスパニング ツリー インスタンスとは別のスパニング ツリー トポロジがあ
ります。このアーキテクチャにより、データ トラフィック用に複数の転送パスが提供され、ロー
22-17
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第 22 章      STP および MST の設定           

MST の概要
ド バランスが有効化され、多くの VLAN をサポートするために必要なスパニング ツリー インス
タンスの数を軽減します。MST では、1 つのインスタンス（転送パス）で障害が発生しても他の
インスタンス（転送パス）に影響しないため、ネットワークのフォールトトレランスが向上しま
す。

MST の も一般的な初期配置は、レイヤ 2 スイッチド ネットワークのバックボーンおよびディ
ストリビューション レイヤへの配置です。この配置により、サービスプロバイダー環境で必要な
高可用性ネットワークが実現します。

MST は、明示的なハンドシェイクを通じてラピッド スパニング ツリー コンバージェンスを提供
します。これにより、802.1D 転送遅延が解消され、ルート ブリッジ ポートと指定ポートを即座
にフォワーディング ステートに移行させることができます。

MST は、スパニング ツリー動作を改善し、以下の STP バージョンと後方互換性を維持していま
す。

 • 元の 802.1D スパニング ツリー

 • 既存のシスコ独自 Multiple Instance STP（MISTP）
 • 既存の Cisco Per-VLAN Spanning Tree Plus（PVST+）
 • rapid-PVST+

PVST+ および rapid-PVST+ 機能の詳細については、第 22 章「STP および MST の設定」 を参照し
てください。PortFast、UplinkFast、ルート ガードなどの他のスパニング ツリー機能の詳細につい
ては、第 23 章「オプションの STP 機能の設定」 を参照してください。

（注） • IEEE 802.1w は、Rapid Spanning  Tree Protocol（RSTP; 高速スパニング ツリー プロトコル）を
定義し、IEEE 802.1D に組み込まれました。

 • IEEE 802.1s は MST を定義し、IEEE 802.1Q に組み込まれました。

MST 領域

MST インスタンスにスイッチを参加させるには、常に同じ MST コンフィギュレーション情報を
使用してスイッチを設定する必要があります。MST 領域は、同じ MST コンフィギュレーション
を持つ相互接続されたスイッチの集まりによって構成されす（図 22-10 [p.22-20] を参照）。

MST コンフィギュレーションは、各スイッチが属する MST 領域を制御します。このコンフィ
ギュレーションには、領域名、リビジョン番号、MST VLAN とインスタンスの割り当てマップ
が含まれます。

領域には、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバーを含めることが
できます。各メンバーは RSTP Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユ
ニット）を処理できる必要があります。ネットワーク内の MST 領域数には制限がありませんが、
各領域は 大で 65 のスパニング ツリー インスタンスをサポートできます。インスタンスは、0 
～ 4094 の領域の任意の番号で識別できます。1 つの VLAN を同時に割り当てることができるス
パニング ツリー インスタンスは 1 つだけです。

IST、CIST、および CST
ここでは、Internal Spanning Tree（IST; 内部スパニング ツリー）、CIST、および Common Spanning 
Tree（CST; 共通スパニング ツリー）について説明します。

 • IST、CIST、および CST の概要（p.22-19）
 • MST 領域内のスパニング ツリー動作（p.22-19）
 • MST 領域間のスパニング ツリー動作（p.22-20）
22-18
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 22 章      STP および MST の設定

MST の概要 
 • IEEE 802.1s 用語（p.22-21）

IST、CIST、および CST の概要

すべてのスパニング ツリー インスタンスが独立した他のスパニング ツリー プロトコルとは異な
り、MST は IST、CIST、CST スパニング ツリーを確立および維持します。

 • IST は 1 つの MST 領域で稼働するスパニング ツリーです。

各 MST 領域内では、MST は複数のスパニング ツリー インスタンスを維持します。インスタ
ンス 0 は領域の特殊インスタンスで、IST と呼ばれています。他のすべての MST インスタン
スには 1 ～ 4094 の番号が割り当てられます。

IST は BPDU を送受信する唯一のスパニング ツリー インスタンスです。他のすべてのスパニ
ング ツリー インスタンス情報は、MSTP レコード（M レコード）内に含まれ、MST BPDU 内
でカプセル化されています。MST BPDU はすべてのインスタンスの情報を伝送するため、複
数のスパニング ツリー インスタンスをサポートするために処理しなければならない BPDU 
の数は大幅に削減されます。

同じ領域内にあるすべての MST インスタンスは同じプロトコル タイマーを共有しますが、
各 MST インスタンスにはルート ブリッジ ID、ルート パス コストなどの独自のトポロジ パ
ラメータがあります。デフォルトでは、すべての VLAN が IST に割り当てられています。

MST インスタンスは領域に対してローカルです。たとえば、領域 A と B が相互接続されてい
る場合でも、領域 A の MST インスタンス 1 は 領域 B の MST インスタンス 1 から独立してい
ます。

 • CIST は、各 MST 領域にある IST の集合です。

 • CST は MST 領域と単一のスパニング ツリーを相互接続します。

1 つの領域内で計算されたスパニング ツリーは、スイッチド ドメイン全体を含む CST のサブツ
リーとみなされます。CIST は 802.1w、802.1s、802.1D 標準をサポートするスイッチ間で動作す
るスパニング ツリー アルゴリズムによって形成されます。MST 領域内にある CIST は領域外にあ
る CST と同じです。

詳細については、「MST 領域内のスパニング ツリー動作」（p.22-19）および「MST 領域間のスパ
ニング ツリー動作」（p.22-20）を参照してください。

MST 領域内のスパニング ツリー動作

IST は領域内のすべての MST スイッチを接続します。IST が収束する際に、IST のルートが
（802.1s 標準の実装前には IST マスターと呼ばれていました）CIST リージョナル ルートとなりま
す（図 22-10 [p.22-20] を参照）。CIST リージョナル ルートは、ネットワーク内に領域が 1 つしか
ない場合は CIST ルートでもあります。CIST ルートが MST 領域外にある場合、領域の境界にあ
る MST スイッチの 1 つが CIST リージョナル ルートとして選択されます。

MST スイッチは初期化時に、自身を CIST ルートおよび CIST リージョナル ルートとして識別す
る BPDU を送信します。その際、CIST ルートへのパス コストと CIST リージョナル ルートへの
パス コストは 0 に設定されています。また、スイッチは、すべての MST インスタンスを初期化
し、自身がこれらすべてのルートであることを示します。スイッチが現在ポートに格納されてい
るものよりも上位の MST ルート情報（小さいスイッチ ID、低いパス コストなど）を受信する
と、CIST リージョナル ルートとしての主張を撤回します。

初期化中に、領域内に独自の CIST リージョナル ルートを持つ多くのサブ領域が形成される場合
があります。スイッチは、上位の IST 情報を同じ領域のネイバーから受信すると、古いサブ 領域
を脱退して真の CIST リージョナル ルートが含まれる新しいサブ 領域に加入します。これによ
り、真の CIST リージョナル ルートが含まれるサブ領域以外のすべてのサブ 領域が縮小します。

正しく動作するために、MST 領域内のすべてのスイッチが同じ CIST リージョナル ルートを承認
する必要があります。したがって、領域内にある任意の 2 つのスイッチは、共通 CIST リージョ
ナル ルートに収束する場合、MST インスタンスに対するポート ロールのみを同期します。
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MST の概要
MST 領域間のスパニング ツリー動作

複数の領域または 802.1D スイッチがネットワーク内にある場合、ネットワーク内のすべての 
MST 領域とすべての 802.1D STP スイッチが含まれる CST を確立および維持します。MST インス
タンスは領域の境界で IST と結合して CST になります。

IST は領域内のすべての MST スイッチを接続し、スイッチ ドメイン全体を含んだ CIST 内のサブ
ツリーとして認識されます。サブツリーのルートは CIST リージョナル ルートです。MST 領域
は、隣接する STP スイッチおよび MST 領域からは仮想スイッチとして認識されます。

図 22-10 に、3 つの MST 領域および 802.1D スイッチ（D）があるネットワークを示します。領域 
1 の CIST リージョナル ルート（A）は CIST ルートでもあります。領域 2 の CIST リージョナル 
ルート（B）および領域 3 の CIST リージョナル ルート（C）は、CIST 内の各サブツリーのルー
トです。

図 22-10 MST 領域、CIST リージョナル ルート、および CST ルート

CST インスタンスのみが BPDU を送受信し、MST インスタンスがスパニング ツリー情報を 
BPDU に追加して、隣接スイッチと通信し、 終的なスパニング ツリー トポロジを計算します。
そのため、BPDU 送信に関連したスパニング ツリー パラメータ（たとえば hello タイム、転送時
間、 大エージング タイム、 大ホップ数など）は、CST インスタンスのみで設定されますが、
すべての MST インスタンスに影響します。スパニング ツリー トポロジに関連するパラメータ

（スイッチ プライオリティ、ポート VLAN コスト、ポート VLAN プライオリティなど）は CST イ
ンスタンスと MST インスタンスの両方で設定できます。

MST スイッチは、バージョン 3 BPDU または 802.1D STP BPDU を使用して 802.1D スイッチと通
信します。MST スイッチは MST BPDU を使用して MST スイッチと通信します。
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MST の概要 
IEEE 802.1s 用語

先行標準実装で使用されている MST 命名規則の中には、internal および regional パラメータの ID 
を識別するために変更されたものもあります。これらのパラメータは、ネットワーク全体で使用
されている外部パラメータとは違い、MST 領域のみで使用されます。CIST はネットワーク全体
にまたがる唯一のスパニング ツリー インスタンスなので、CIST パラメータでは、内部修飾子や
領域の修飾子ではなく、外部修飾子が必要です。

 • CIST ルートは CIST のルート ブリッジで、ネットワーク全体にまたがる一意のインスタンス
です。

 • CIST 外部ルート パス コストは、CIST ルートのコストです。このコストは、MST 領域内では
変化しません。MST 領域は CIST に対して単一のスイッチのように見えることに注意してく
ださい。CIST 外部ルート パス コストは、これらの仮想スイッチとどの領域にも属さないス
イッチとの間で計算されたルート パス コストです。

 • CIST リージョナル ルートは、先行標準実装では IST マスターと呼ばれていました。CIST 
ルートが領域内にある場合、CIST リージョナル ルートは CIST ルートです。それ以外の場合
は、領域内で CIST ルートに も近いスイッチが CIST リージョナル ルートです。CIST リー
ジョナル ルートは IST のルート ブリッジとして動作します。

 • CIST 内部ルート パス コストは、領域内の CIST リージョナル ルートのコストです。このコ
ストは、IST（インスタンス 0）にのみ関連します。

表 22-5 では、IEEE 標準の用語とシスコ先行標準の用語とを比較します。

ホップ カウント

スパニング ツリー トポロジを計算するためにコンフィギュレーション BPDU の MST はメッセー
ジ有効期間および 大エージング タイムの情報を使用しません。その代わりに、ルートへのパス 
コストおよび IP Time to Live（TTL; 存続可能時間）メカニズムに似たホップ カウント メカニズム
を使用します。

spanning-tree mst max-hops グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することで、領
域内の 大ホップを設定してそれをその領域内にある IST およびすべての MST インスタンスに
適用できます。ホップ カウントは、メッセージ有効期間情報と同じ結果（再設定の開始）となり
ます。インスタンスのルート ブリッジは、常にコスト 0 でホップ カウントが 大値に設定され
ている BPDU（または M レコード）を送信します。スイッチがこの BPDU を受信すると、受信 
BPDU の残存ホップ カウントから 1 だけ差し引いた値を残存ホップ カウントとする BPDU を生成
し、これを伝播します。ホップ カウントが 0 になると、スイッチは BPDU を廃棄して、ポートに
維持された情報を期限切れにします。

BPDU の RSTP 部分に格納されているメッセージ有効期間および 大エージング タイムの情報
は、領域全体で同じです。同じ値が、境界にある領域の指定ポートによって伝播されます。

表 22-5 先行標準用語と標準用語 

IEEE 標準定義 シスコ先行標準実装 シスコ標準実装

CIST リージョナル ルート IST マスター CIST リージョナル ルート

CIST 内部ルート パス コス
ト

IST マスター パス コスト CIST 内部パス コスト

CIST 外部ルート パス コス
ト

ルート パス コスト ルート パス コスト

MSTI リージョナル ルート インスタンス ルート インスタンス ルート

MSTI 内部ルート パス コス
ト

ルート パス コスト ルート パス コスト
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MST の概要
境界ポート

シスコ先行標準の実装では、境界ポートは MST 領域を次の STP 領域のいずれかに接続します。

 • RSTP を稼働する単一のスパニング ツリー領域

 • RSTP+ または rapid-PVST+ を稼働する単一のスパニング ツリー領域

 • 異なる MST コンフィギュレーションを持つ別の MST 領域 
境界ポートは LAN にも接続されています。LAN の指定スイッチは、単一のスパニング ツリー ス
イッチ、または異なる MST コンフィギュレーションを持つスイッチのいずれかです。

802.1s 標準には境界ポートの定義はありません。802.1Q-2002 標準では、ポートが受信できる
メッセージを内部（同一領域内から発信）と外部の 2 種類に分別します。メッセージが外部の場
合、CIST のみが受信します。CIST ロールがルートまたは代替ルートの場合、または外部 BPDU 
がトポロジ変更の場合、MST インスタンスに影響する可能性があります。メッセージが内部の
場合、CIST が CIST 部分を受信し、各 MST インスタンスが関連する M レコードを受信します。
シスコ先行標準の実装では、外部メッセージを受信するポートを境界ポートとして扱います。そ
のため、ポートは内部メッセージと外部メッセージの両方を受信することはできません。

MST 領域には、スイッチと LAN の両方が含まれます。セグメントは、その指定ポートの領域に
属します。したがって、セグメントの指定ポートとは異なる領域にあるポートが境界ポートとな
ります。この定義により、領域の内側にある 2 つのポートが異なる領域に属するポートとセグメ
ントを共有できるので、内部メッセージと外部メッセージの両方をポートで受信できる可能性が
あります。

シスコ先行標準実装からの主な変更点は、指定ポートが STP 互換モードで動作しない場合は境界
ポートとして定義されない点にあります。

（注） セグメントに 802.1D STP スイッチがある場合、メッセージは常に外部とみなされます。

先行標準からのその他の変更として、RSTP またはレガシー 802.1s スイッチの送信側スイッチ ID 
が含まれる場所へ、CIST リージョナル ルート ブリッジ ID フィールドが挿入される点がありま
す。一貫した送信側スイッチ ID を隣接スイッチに送信することにより、領域全体が単一の仮想
スイッチとして動作します。この例では、A または B がセグメントで指定されているかどうかに
かかわらず、スイッチ C はルートの送信側スイッチ ID が同一である BPDU を受信します。

標準準拠 MST 実装

標準準拠 MST 実装には、標準を満たすために必要な機能と、現在公開されている標準にまだ採
用されていない先行標準機能の中で望ましい機能の一部が含まれています。ここでは、標準準拠 
MST 実装について説明します。

 • ポート ロール命名の変更（p.22-23）
 • 従来の標準と標準準拠スイッチとの間でのスパニング ツリーの相互運用（p.22-23）
 • 単一方向リンク障害の検出（p.22-24）
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MST の概要 
ポート ロール命名の変更 
境界の役割は、 終 MST 標準で削除されましたが、この境界の概念は標準準拠実装では維持さ
れています。ただし、領域の境界にある MST Instance（MSTI; MST インスタンス）ポートは対応
する CIST ポートのステートに従わない可能性があります。現在、次の 2 つの状態が存在します。

 • 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートである場合 — CIST インスタンス 
ポートが提案されて同期が取られている場合、すべての対応 MSTI ポートで同期化された
（したがって転送された）あとでのみ合意を送り返してフォワーディング ステートに移行で
きます。MSTI ポートには、特別なマスターの役割が含まれます。

 • 境界ポートが CIST リージョナル ルートのルート ポートではない場合 — MSTI ポートは CIST 
ポートのステートとロールに従います。標準で提供される情報は少ないので、BPDU（M レ
コード）を受信しないときに MSTI ポートが代わりにブロックできる理由を理解するのが難
しい場合もあります。このような場合、境界ロールが存在しなくなっても、show コマンドを
入力すると、ポートは出力の type カラムで境界として識別されます。

従来の標準と標準準拠スイッチとの間でのスパニング ツリーの相互運用

先行標準スイッチの自動検出が失敗することもあるため、先行標準ポートを識別するには、イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用できます。標準および先行標準スイッチ
との間で領域を形成することはできませんが、CIST を使用する前に相互運用することはできま
す。この特定のケースでは、各種インスタンスに対するロード バランシング機能のみが失われま
す。ポートが先行標準 BPDU を受信する際に、CLI（コマンドライン インターフェイス）はポー
ト設定に応じてさまざまなフラグを表示します。先行標準 BPDU 伝送用に設定されていないポー
トでスイッチが初めて先行標準 BPDU を受信すると、Syslog メッセージも表示されます。

図 22-11 に、先行標準スイッチに接続されている標準準拠スイッチを示します。A が標準準拠ス
イッチで B が先行標準スイッチで、いずれも同じ領域に設定されているとします。A は CIST の
ルート ブリッジで、B にはセグメント X にルート ポート（BX）、およびセグメント Y に代替
ポート（BY）があります。セグメント Y がフラップして、BY のポートが単一の先行標準 BPDU 
を送信する前に代替ポートになる場合、AY は先行標準スイッチが Y に接続されていることを検
出できず、標準 BPSU を送信し続けます。ポート BY は境界に固定され、A と B との間のロード 
バランシングは実行できなくなります。同じ問題はセグメント X にも存在しますが、B はトポロ
ジ変更を送信する場合があります。

図 22-11 標準準拠および先行標準スイッチの相互運用

（注） 標準 MST 実装と先行標準 MST 実装との間では、相互運用を 小限にすることを推奨します。

 X MST 

 Y 92
72

1

 A

 B
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STP の設定
単一方向リンク障害の検出

この機能は、IEEE MST 標準にはまだ搭載されていませんが、標準準拠実装には含まれています。
ソフトウェアは、受信した BPDU のポート ロールとステートの一貫性をチェックして、ブリッ
ジング ループが発生する可能性のある単一方向リンク障害を検出します。

指定ポートが矛盾を検出するとロールは維持されますが、状態は廃棄ステートに戻ります。これ
は、接続に矛盾が生じた場合、ブリッジング ループを開始するよりも接続を中断する方が好まし
ためです。

図 22-12 に、ブリッジング ループの一般的な原因となる単一方向リンク障害を示します。スイッ
チ A はルート ブリッジで、その BPDU はスイッチ B へのリンクで損失されます。RSTP および 
MST BPDU には、送信ポートのロールとステートが含まれます。スイッチ A はこの情報を使用し
て、スイッチ B が A の送信した上位 BPDU に反応せず、スイッチ B がルート ブリッジではなく、
指定スイッチであることを検出できます。その結果、スイッチ A は B のポートをブロックする

（またはブロックし続ける）ので、ブリッジング ループが回避されます。

図 22-12 単一方向リンク障害の検出

IEEE 802.1D-1998 STP との相互運用性

MST を稼働しているスイッチは、802.1D スイッチとの相互運用を可能にする組み込みプロトコ
ル移行機能をサポートします。このスイッチが 802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコ
ルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を受信すると、そのポートの 802.1D BPDU のみを送
信します。MST スイッチは、802.1D BPDU、異なる領域と関連付けられている MST BPDU（バー
ジョン 3）、または RSTP BPDU（バージョン 2）を受信する場合、ポートが領域の境界にあるこ
とも検出できます。

ただし、スイッチが 802.1D BPDU を受信しなくなっても、自動的に MST モードに戻るわけでは
ありません。これは、802.1D スイッチが指定スイッチでない場合、802.1D スイッチがリンクか
ら削除されているかどうかを検出できないためです。また、スイッチは、このスイッチに接続さ
れているスイッチがその領域に加入した場合、引き続きポートに境界ロールを割り当てる可能性
もあります。プロトコル移行プロセスを再起動する（隣接スイッチと強制的に再ネゴシエーショ
ンする）には、clear spanning-tree detected-protocols 特権 EXEC コマンドを使用します。

リンク上のすべての 802.1D スイッチが RSTP スイッチの場合、RSTP BPDU のように MST BPDU 
を処理できます。したがって、MST スイッチは、バージョン 0 コンフィギュレーションと 
Topology Change Notification（TCN; トポロジ変更通知）BPDU、または境界ポート上のバージョ
ン 3 MST BPDU のいずれかを送信します。境界ポートは、境界ポートの指定スイッチが単一のス
パニング ツリー スイッチ、または異なる MST コンフィギュレーションを持つスイッチである 
LAN に接続されます。

STP の設定
ここでは、VLAN 上での STP の設定手順について説明します。

 • STP のデフォルト設定（p.22-25）

 BPDU
 +  

 
BPDU

A B
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72
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STP の設定 
 • STP のイネーブル化（p.22-26）
 • 拡張システム ID のイネーブル化（p.22-27）
 • ルート ブリッジの設定（p.22-28）
 • セカンダリ ルート ブリッジの設定（p.22-29）
 • STP ポート プライオリティの設定（p.22-30）
 • STP ポート コストの設定（p.22-31）
 • VLAN のブリッジ プライオリティの設定（p.22-33）
 • hello タイムの設定（p.22-34）
 • VLAN の転送遅延時間の設定（p.22-34）
 • VLAN の 大エージング タイムの設定（p.22-35）
 • Rapid PVST のイネーブル化（p.22-35）

（注） この章で説明する STP コマンドは任意の LAN ポートに設定できますが、switchport キーワード
を使用して設定した LAN ポートのみで有効になります。

注意 物理的なループの存在しないトポロジであっても、スパニング ツリーをディセーブルにすること
は推奨できません。スパニング ツリーは、設定およびケーブル接続の誤りに対するセーフガード
の役割を果たします。VLAN 内に物理的なループが存在しないことを保証できる場合以外は、
VLAN でスパニング ツリーをディセーブルにしないでください。

STP のデフォルト設定

表 22-6 に、STP のデフォルト設定を示します。

表 22-6 STP のデフォルト設定 

機能 デフォルト値

イネーブル ステート すべての VLAN でイネーブル化された STP

ブリッジ プライオリティ 32768

STP ポート プライオリティ（ポート単位で
設定変更可能 — レイヤ 2 アクセス ポートと
して設定された LAN ポートで使用される） 

128

STP ポート コスト（ポート単位で設定変更
可能 — レイヤ 2 アクセス ポートとして設定
された LAN ポートで使用される） 

 • ギガビット イーサネット： 4
 • ファスト イーサネット： 19
 • イーサネット： 100

STP VLAN ポート プライオリティ（VLAN 
単位で設定変更可能 — レイヤ 2 トランク 
ポートとして設定された LAN ポートで使用
される） 

128

STP VLAN ポート コスト（VLAN 単位で設
定変更可能 — レイヤ 2 トランク ポートとし
て設定された LAN ポートで使用される） 

 • ギガビット イーサネット： 4
 • ファスト イーサネット： 19
 • イーサネット： 100

hello タイム 2 秒
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STP の設定
STP のイネーブル化

（注） STP は、VLAN 1 および新たに作成されるすべての VLAN で、デフォルトでイネーブルに設定さ
れています。

STP は、VLAN 単位でイネーブルにできます。スイッチは VLAN ごとに個別の STP インスタンス
を維持します（STP をディセーブルに設定した VLAN を除きます）。

VLAN 単位で STP をイネーブルにするには、次の作業を行います。

注意 VLAN 内のすべてのスイッチおよびブリッジでスパニング ツリーがディセーブルになっている場
合以外は、VLAN 上でスパニング ツリーをディセーブルにしないでください。VLAN 内の一部の
スイッチおよびブリッジでスパニング ツリーをディセーブルに設定し、同じ VLAN 内の残りの
スイッチおよびブリッジではイネーブルのままにしておくことはできません。このような設定に
すると、スパニング ツリーがイネーブルのスイッチおよびブリッジが、ネットワークの物理的ト
ポロジに関して不完全な情報を得るので、予想外の結果が生じる可能性があります。

注意 物理的なループの存在しないトポロジであっても、スパニング ツリーをディセーブルにすること
は推奨できません。スパニング ツリーは、設定およびケーブル接続の誤りに対するセーフガード
の役割を果たします。VLAN 内に物理的なループが存在しないことを保証できる場合以外は、
VLAN でスパニング ツリーをディセーブルにしないでください。

次に、VLAN 200 で STP をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 200 
Router(config)# end 

転送遅延時間 15 秒

大エージング タイム 20 秒

モード PVST

表 22-6 STP のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト値

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID VLAN 単位で STP をイネーブルにします。
vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は
除く。表 22-6 [p.22-25] を参照）。

Router(config)# default spanning-tree vlan 
vlan_ID 

すべての STP パラメータを、指定された VLAN 
のデフォルト値に戻します。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 指定された VLAN で STP をディセーブルにしま
す。このコマンドについては、次の「注意」を参
照してください。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID STP がイネーブルになっていることを確認しま
す。
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STP の設定 
Router#

（注） STP はデフォルトでイネーブルに設定されているので、show running コマンドを入力して設定の
結果を表示しても、STP をイネーブルにするために入力したコマンドは表示されません。

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 

VLAN0200
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     00d0.00b8.14c8
             This bridge is the root
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     00d0.00b8.14c8
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/4            Desg FWD 200000    128.196  P2p 
Gi1/5            Back BLK 200000    128.197  P2p 

Router#

（注） VLAN 200 スパニング ツリーを作成するには、VLAN 200 にアクティブなインターフェイスが少
なくとも 1 つ必要です。この例では、VLAN 200 内の 2 つのインターフェイスがアクティブです。

拡張システム ID のイネーブル化

（注） 64 MAC アドレスをサポートするシャーシの拡張システム ID は、常にイネーブルになっていま
す。

1,024 MAC アドレスをサポートするシャーシの拡張システム ID をイネーブルにできます（「ブ
リッジ ID の概要」[p.22-2] を参照）。

拡張システム ID をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree extend system-id 拡張システム ID をイネーブルにします。

Router(config)# no spanning-tree extend system-id 拡張システム ID をディセーブルにします。

（注） 64 MAC アドレスをサポートするシャーシ
の場合、または拡張範囲 VLAN を設定し
た場合は、拡張システム ID をディセーブ
ルにできません（「表 22-6STP のデフォル
ト設定」[p.22-25] を参照）。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID 設定を確認します。
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STP の設定
（注） 拡張システム ID をイネーブルまたはディセーブルにすると、すべてのアクティブな STP インス
タンスのブリッジ ID が更新され、これによってスパニング ツリー トポロジが変更される場合が
あります。

次に、拡張システム ID をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree extend system-id 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree summary | include Extended
Extended system ID is enabled.

ルート ブリッジの設定

Cisco IOS Software Release 12.2SX でサポートされるスイッチは、アクティブな VLAN ごとに STP 
のインスタンスを個別に維持します。各インスタンスには、ブリッジ プライオリティおよびブ
リッジの MAC アドレスで構成されるブリッジ ID が対応付けられます。VLAN ごとに、 小のブ
リッジ ID を持つネットワーク装置が、その VLAN のルート ブリッジになります。

VLAN インスタンスがルート ブリッジになるように設定するには、spanning-tree vlan vlan_ID 
root コマンドを入力して、ブリッジ プライオリティをデフォルト値（32768）から非常に小さな
値へと変更します。

spanning-tree vlan vlan_ID root コマンドを入力すると、スイッチは各 VLAN の現在のルート ブ
リッジのブリッジ プライオリティを確認します。拡張システム ID がイネーブルで、24576 とい
う値を設定するとスイッチが指定された VLAN のルートになる場合、スイッチはその VLAN の
ブリッジ プライオリティを 24576 に設定します。

拡張システム ID がイネーブルで、指定された VLAN のルート ブリッジのブリッジ プライオリ
ティが 24576 より小さい場合、スイッチはその VLAN のブリッジ プライオリティを 小のブ
リッジ プライオリティより 4096 小さい値に設定します（4096 は 4 ビット ブリッジ プライオリ
ティの 下位ビットの値です。表 22-1 [p.22-3] を参照）。

（注） ルート ブリッジになるために必要な値が 1 より小さい場合は、spanning-tree vlan vlan_ID root コ
マンドは機能しません。

拡張システム ID がイネーブルで、たとえば VLAN 20 のすべてのネットワーク装置にデフォルト 
プライオリティ 32768 が設定されている場合に、スイッチ上で spanning-tree vlan 20 root primary 
コマンドを使用すると、ブリッジ プライオリティが 24576 に設定され、そのスイッチが VLAN 
20 のルート ブリッジになります。

注意 STP の各インスタンスのルート ブリッジは、バックボーン スイッチまたはディストリビュー
ション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチを STP のプライマリ ルートとして設
定しないでください。

レイヤ 2 ネットワークの直径（すなわち、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間における 大ブリッジ ホップ数）を指定するには、diameter キーワードを指定します。
ネットワーク直径を指定すると、スイッチはその直径を持つネットワークに 適な hello タイム、
転送遅延時間、および 大エージング タイムを自動的に選びます。その結果、STP のコンバー
ジェンスに要する時間が大幅に短縮されます。hello キーワードを使用して、自動的に計算され
る hello タイムを上書きできます。
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（注） STP トポロジを安定した状態に保つには、スイッチをルート ブリッジとして設定したあと、hello 
タイム、転送遅延時間、および 大エージング タイムを手動で設定しないでください。

スイッチをルート ブリッジとして設定するには、次の作業を行います。

次に、スイッチを VLAN 10 のルート ブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4 に設定する
例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4 
Router(config)# end 
Router#

セカンダリ ルート ブリッジの設定

スイッチをセカンダリ ルートとして設定すると、STP ブリッジ プライオリティはデフォルト値
（32768）から変更されます。その結果、プライマリ ルート ブリッジに障害が発生した場合に
（ネットワーク上の他のネットワーク装置がデフォルトのブリッジ プライオリティ 32768 を使用
していると仮定して）、このスイッチが指定された VLAN のルート ブリッジになる可能性が高く
なります。

拡張システム ID がイネーブルの場合、STP はブリッジ プライオリティを 28672 に設定します。

このコマンドを複数の スイッチに対して実行すると、複数のバックアップ ルート ブリッジを設
定できます。プライマリ ルート ブリッジを設定するときに使用したものと同じネットワーク直
径および hello タイムを使用してください。

スイッチをセカンダリ ルート ブリッジとして設定するには、次の作業を行います。

次に、スイッチを VLAN 10 のセカンダリ ルート ブリッジとして設定し、ネットワーク直径を 4 
に設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary diameter 4 
Router(config)# end 
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID root 
primary [diameter hops [hello-time seconds]] 

スイッチをルート ブリッジとして設定します。
vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は
除く。表 22-6 [p.22-25] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
root 

ルート ブリッジ コンフィギュレーションを消去
します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# [no] spanning-tree vlan vlan_ID 
root secondary [diameter hops [hello-time 
seconds]] 

スイッチをセカンダリ ルート ブリッジとして設
定します。vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済
み VLAN は除く。表 17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
root 

ルート ブリッジ設定を消去します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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STP ポート プライオリティの設定

ループが発生すると、STP はポート プライオリティを考慮して、フォワーディング ステートに
する LAN ポートを選択します。STP に 初に選択させたい LAN ポートには高いプライオリティ
値を、 後に選択させたい LAN ポートには低いプライオリティ値を割り当てることができます。
すべての LAN ポートが同じプライオリティ値を使用している場合には、STP は LAN ポート番号
が も小さい LAN ポートをフォワーディング ステートにして、残りの LAN ポートをブロックし
ます。指定できるプライオリティの範囲は 0 ～ 240 であり（デフォルトは 128）、16 単位で設定で
きます。

Cisco IOS は LAN ポートがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート プライオリティ
値を使用し、LAN ポートがトランク ポートとして設定されている場合には VLAN ポート プライ
オリティ値を使用します。

レイヤ 2 LAN インターフェイスの STP ポート プライオリティを設定するには、次の作業を行い
ます。

次に、ポート GigabitEthernet 1/4 の STP ポート プライオリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4
Router(config-if)# spanning-tree port-priority 160 
Router(config-if)# end 
Router#

次に、ポート GigabitEthernet 1/4 の設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree interface gigabitethernet 1/4 
Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Back BLK 200000    160.196  P2p 
VLAN0006         Back BLK 200000    160.196  P2p 
...
VLAN0198         Back BLK 200000    160.196  P2p 
VLAN0199         Back BLK 200000    160.196  P2p 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
port_channel_number}}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree port-priority 
port_priority 

LAN インターフェイスのポート プライオリティ
を設定します。指定できる port_priority 値の範囲
は 4 単位で、1 ～ 252 です。

Router(config-if)# no spanning-tree port-priority デフォルトのポート プライオリティ値に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# spanning-tree vlan vlan_ID 
port-priority port_priority 

LAN インターフェイスの VLAN ポート プライオ
リティを設定します。指定できる port_priority 値
の範囲は 4 単位で、1 ～ 252 です。vlan_ID 値の範
囲は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。表 
17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config-if)# [no] spanning-tree vlan 
vlan_ID port-priority 

デフォルトの VLAN ポート プライオリティ値に
戻します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show spanning-tree interface 
{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
port_channel_number}
Router# show spanning-tree vlan vlan_ID 

設定を確認します。
22-30
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 22 章      STP および MST の設定
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VLAN0200         Back BLK 200000    160.196  P2p 
Router#

ポート GigabitEthernet 1/4 はトランクです。この例のように、複数の VLAN が設定され、アク
ティブになっています。ポート プライオリティ設定は、この VLAN インターフェイス上のすべ
ての VLAN に適用されます。

（注） show spanning-tree interface コマンドで情報が表示されるのは、ポートが接続され動作している
場合に限られます。これらの条件が満たされていない場合は、show running-config interface コマ
ンドを使用して設定を確認してください。

次に、ポート GigabitEthernet 1/4 の VLAN ポート プライオリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4 
Router(config-if)# spanning-tree vlan 200 port-priority 64 
Router(config-if)# end 
Router#

この例で入力した設定は VLAN 200 にだけ適用されます。200 以外のすべての VLAN のポート プ
ライオリティは 160 のままです。

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree interface gigabitethernet 1/4
Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Back BLK 200000    160.196  P2p 
VLAN0006         Back BLK 200000    160.196  P2p 
...
VLAN0199         Back BLK 200000    160.196  P2p 
VLAN0200         Desg FWD 200000     64.196  P2p 

Router#

VLAN 200 のスパニング ツリー情報を表示するには、次のコマンドを使用します。

Router# show spanning-tree vlan 200 interface gigabitethernet 1/4
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/4            Desg LRN 200000     64.196  P2p 

STP ポート コストの設定

STP ポート パス コストのデフォルト値は、LAN インターフェイスのメディア速度から決定され
ます。ループが発生すると、STP はポート コストを考慮して、フォワーディング ステートにす
る LAN インターフェイスを選択します。STP に 初に選択させたい LAN インターフェイスには
低いコスト値を、 後に選択させたい LAN インターフェイスには高いコスト値を割り当てるこ
とができます。すべての LAN インターフェイスが同じコスト値を使用している場合には、STP 
は LAN インターフェイス番号が も小さい LAN インターフェイスをフォワーディング ステート
にして、残りの LAN インターフェイスをブロックします。指定できるコストの範囲は、0 ～ 
200000000 です（デフォルトは、メディアによって異なります）。

STP は LAN インターフェイスがアクセス ポートとして設定されている場合にはポート コスト値
を使用し、LAN インターフェイスがトランク ポートとして設定されている場合には VLAN ポー
ト コスト値を使用します。
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レイヤ 2 LAN インターフェイスの STP ポート コストを設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 1/4 の STP ポート コストを変更する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4
Router(config-if)# spanning-tree cost 1000 
Router(config-if)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree interface gigabitethernet 1/4
Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0001         Back BLK 1000      160.196  P2p 
VLAN0006         Back BLK 1000      160.196  P2p 
VLAN0007         Back BLK 1000      160.196  P2p 
VLAN0008         Back BLK 1000      160.196  P2p 
VLAN0009         Back BLK 1000      160.196  P2p 
VLAN0010         Back BLK 1000      160.196  P2p 
Router#

次に、VLAN 200 の各ポート VLAN コストにポート プライオリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/4
Router(config-if)# spanning-tree vlan 200 cost 2000 
Router(config-if)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 interface gigabitethernet 1/4
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
port_channel_number}}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree cost port_cost LAN インターフェイスのポート コストを設定し
ます。port_cost 値は、1 ～ 200000000 の範囲で指
定します。

Router(config-if)# no spanning-tree cost デフォルトのポート コストに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# spanning-tree vlan vlan_ID 
cost port_cost 

LAN インターフェイスの VLAN ポート コストを
設定します。指定できる port_cost 値の値は 1 ～ 
200000000 です。vlan_ID の範囲は 1 ～ 4094 です

（予約済み VLAN は除く。表 17-1 [p.17-2] を参
照）。

Router(config-if)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
cost 

デフォルトの VLAN ポート コストに戻します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show spanning-tree interface 
{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
port_channel_number} 
show spanning-tree vlan vlan_ID 

設定を確認します。
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Gi1/4            Desg FWD 2000       64.196  P2p 

（注） 他の VLAN（VLAN 1 など）では次に示す出力は、この設定の影響を受けていません。

Router# show spanning-tree vlan 1 interface gigabitethernet 1/4 
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/4            Back BLK 1000      160.196  P2p 
Router#

（注） show spanning-tree コマンドで情報が表示されるのは、ポートがリンクアップ動作可能ステート
で、かつ DTP 用に正しく設定されている場合に限られます。これらの条件が満たされていない
場合は、show running-config コマンドを入力して設定を確認してください。

VLAN のブリッジ プライオリティの設定

（注） このコマンドは、慎重に使用してください。ブリッジ プライオリティを変更するには、ほとんど
の状況で spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree vlan vlan_ID root 
secondary コマンドを使用することを推奨します。

VLAN の STP ブリッジ プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

次に、拡張システム ID がディセーブルの場合に、VLAN 200 のブリッジ プライオリティを 33792 
に設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 200 priority 32768 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 bridge 
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          32768 0050.3e8d.64c8    2   20    15  ieee
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID 
priority {0 | 4096 | 8192 | 12288 | 16384 | 20480 
| 24576 | 28672 | 32768 | 36864 | 40960 | 45056 | 
49152 | 53248 | 57344 | 61440} 

拡張システム ID がイネーブルの場合に、VLAN 
のブリッジ プライオリティを設定します。
vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は
除く。表 17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
priority 

デフォルトのブリッジ プライオリティ値に戻し
ます。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[detail]

設定を確認します。
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hello タイムの設定

（注） このコマンドは、慎重に使用してください。hello タイムを変更するには、ほとんどの状況で 
spanning-tree vlan vlan_ID root primary コマンドおよび spanning-tree vlan vlan_ID root secondary 
コマンドを使用することを推奨します。

VLAN の STP hello タイムを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の hello タイムを 7 秒に設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 200 hello-time 7 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 bridge 
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    7   20    15  ieee
Router# 

VLAN の転送遅延時間の設定

VLAN の STP 転送遅延時間を設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の転送遅延時間を 21 秒に設定する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID 
hello-time hello_time 

VLAN の hello タイムを設定します。hello_time 値
は、1 ～ 10 秒の範囲で指定します。vlan_ID の値
は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。表 
17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
hello-time 

デフォルトの hello タイムに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[detail]

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID 
forward-time forward_time 

VLAN の転送時間を設定します。forward_time 値
は、4 ～ 30 秒の範囲で指定します。vlan_ID の値
は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は除く。表 
17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
forward-time 

デフォルトの転送時間に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[detail]

設定を確認します。
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Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 200 forward-time 21 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 bridge 
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    2   20    21  ieee
Router#

VLAN の最大エージング タイムの設定

VLAN の STP 大エージング タイムを設定するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 の 大エージング タイムを 36 秒に設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree vlan 200 max-age 36 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree vlan 200 bridge 
                                      Hello Max  Fwd
Vlan                   Bridge ID      Time  Age Delay  Protocol
---------------- -------------------- ---- ---- -----  --------
VLAN200          49152 0050.3e8d.64c8    2   36    15  ieee
Router#

Rapid PVST のイネーブル化

Rapid PVST は、既存の PVST+ フレームワークを設定や他の機能との相互通信に利用します。ま
た、MSTP 内の PVST+ 拡張機能も一部サポートします。

スイッチの Rapid PVST モードをイネーブルにするには、特権モードで spanning-tree mode 
rapid-pvst コマンドを入力します。Rapid PVST モードでスイッチを設定するには、「STP の設定」

（p.22-24）を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree vlan vlan_ID 
max-age max_age 

VLAN の 大エージング タイムを設定します。
max_age 値は、6 ～ 40 秒の範囲で指定します。
vlan_ID の値は 1 ～ 4094 です（予約済み VLAN は
除く。表 17-1 [p.17-2] を参照）。

Router(config)# no spanning-tree vlan vlan_ID 
max-age 

デフォルトの 大エージング タイムに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID bridge 
[detail] 

設定を確認します。
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MST の設定
リンク タイプの指定

高速接続は、ポイントツーポイント リンク上にのみ確立されます。スパニング ツリーはポイン
トツーポイント リンクを、スパニング ツリー アルゴリズムを実行する 2 つのスイッチのみを接
続するセグメントとしてみなします。スイッチは、すべての全二重リンクはポイントツーポイン
ト リンクで、半二重リンクは共有リンクであると仮定するので、明示的にリンク タイプの設定
を避けることができます。特定のリンク タイプを設定するには、spanning-tree linktype コマンド
を入力します。

プロトコル移行の再起動

MSTP と RSTP の両方を実行する スイッチは、スイッチをレガシー 802.1D スイッチと相互運用で
きるようにする内蔵プロトコル移行プロセスをサポートします。このスイッチは、レガシー 
802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を
受信すると、そのポートの 802.1D BPDU のみを送信します。MSTP スイッチは、レガシー 
BPDU、異なる領域と関連する MST BPDU（バージョン 3）、または RST BPDU（バージョン 2）
を受信するときに、ポートが領域の境界にあることも検出できます。

ただし、レガシー スイッチが指定スイッチでない場合、レガシー スイッチがリンクから削除さ
れているかどうか判断できないので、スイッチはこれ以上 802.1D BPDU を受け取らない場合で
も、自動的に MSTP モードに戻りません。スイッチは、接続されている スイッチがその領域に加
入している場合、ポートに境界の役割を割り当て続ける可能性もあります。

スイッチ全体で、プロトコル移行プロセスを再開するには（隣接スイッチと強制的に再ネゴシ
エーションする）、clear spanning-tree detected-protocols 特権 EXEC コマンドを使用できます。特
定のインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再開するには、clear spanning-tree 
detected-protocols interface interface-id 特権 EXEC コマンドを入力します。

MST の設定 
ここでは、MST の設定手順について説明します。

 • MST のデフォルト設定（p.22-37）
 • MST 設定時の注意事項および制約事項（p.22-37）
 • MST 領域設定の指定と MST のイネーブル化（p.22-38）（必須）

 • ルート ブリッジの設定（p.22-40）（任意）

 • セカンダリ ルート ブリッジの設定（p.22-29）（任意）

 • STP ポート プライオリティの設定（p.22-30）（任意）

 • パス コストの設定（p.22-43）（任意）

 • スイッチ プライオリティの設定（p.22-44）（任意）

 • hello タイムの設定（p.22-45）（任意）

 • 伝送ホールド カウントの設定（p.22-46）（任意）

 • 大エージング タイムの設定（p.22-47）（任意）

 • 大ホップ カウントの設定（p.22-47）（任意）

 • リンク タイプの指定による高速移行（p.22-48）（任意）

 • ネイバー タイプの指定（p.22-48）（任意）

 • プロトコル移行プロセスの再起動（p.22-49）（任意）
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MST の設定 
MST のデフォルト設定

表 22-7 に、デフォルトの MST 設定を示します。

MST 設定時の注意事項および制約事項

MST を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 802.1s MST 標準により、 大 65 の MST インスタンスを使用可能です。MST インスタンスに
マッピングできる VLAN の数に制限はありません。

 • PVST+、rapid-PVST+、および MST はサポートされていますが、1 度にアクティブにするこ
とのできるバージョンは 1 つだけです。

 • VTP は、MST コンフィギュレーションを伝播しません。CLI または SNMP を使用して、MST 
領域内にある各スイッチ上で、MST コンフィギュレーション（領域名、リビジョン番号、
VLAN/ インスタンス間のマッピング）を手動で設定する必要があります。

 • ネットワーク内の冗長パス全体でロード バランシングを機能させるためには、すべての 
VLAN/ インスタンス間マッピングの割り当てを一致させなければなりません。一致しない場
合、すべてのトラフィックが単一リンクに流れます。

 • PVST+ および MST クラウド、または Rapid-PVST と MST クラウドとの間でロード バランシ
ングを実現するには、すべての MST 境界ポートがフォワーディング ステートでなければな
りません。そのためには、MST クラウドの CIST リージョナル ルートが CST のルートでなけ
ればなりません。MST クラウドが複数の MST 領域で構成されている場合、MST 領域の 1 つ
に CST ルートが含まれていなければならず、その他のすべての MST 領域には MST クラウド
内に含まれるルートへのパスが、PVST+ または rapid-PVST+ クラウドよりも良好なものでな
ければなりません。

 • ネットワークを多数の領域に分割することは推奨しません。ただし、そのような状況が避け
られないような場合には、スイッチド LAN を非レイヤ 2 装置と相互接続された小規模な 
LAN に分割することを推奨します。

表 22-7 デフォルトの MST 設定 

機能 デフォルト設定

スパニング ツリー モード PVST+（rapid-PVST+ および MST がディセー
ブル）

スイッチ プライオリティ（CIST ポート単位で設定可能） 32768

スパニング ツリー ポート プライオリティ（CIST ポート単位で設定
可能） 

128

スパニング ツリー ポート コスト（CIST ポート単位で設定可能） 1000 Mbps： 4
100 Mbps： 19
10 Mbps： 100

hello タイム 2 秒

転送遅延時間 15 秒

大エージング タイム 20 秒

大ホップ カウント 20 ホップ
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MST の設定
MST 領域設定の指定と MST のイネーブル化

複数のスイッチを同じ MST 領域に設定するには、同じ VLAN/ インスタンス間マッピング、同じ
コンフィギュレーション リビジョン番号、および同じ MST 名を設定する必要があります。

1 つの領域には、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバーを有するこ
とができ、各メンバーには RSTP BPDU を処理する能力がなければなりません。ネットワーク内
の MST 領域数には制限がありませんが、各領域は 大で 65 のスパニング ツリー インスタンスの
みをサポートできます。1 つの VLAN を同時に割り当てることのできるスパニング ツリー イン
スタンスは 1 つだけです。

MST 領域の設定を指定して MST をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst configuration MST コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 3 Router(config-mst)# instance instance_id vlan 
vlan_range 

VLAN を MST インスタンスにマッピングします。

 • instance_id に対して、範囲は 0 ～ 4094 です。

 • vlan vlan_range に対して、範囲は 1 ～ 4094 で
す。

VLAN を MST インスタンスにマッピングす
ると、マッピングは差分で、コマンドに指定
された VLAN は以前にマッピングされた 
VLAN に追加されるか、または VLAN から削
除されます。

VLAN 範囲を指定する場合にはハイフンを使用し
ます。たとえば VLAN 1 ～ 63 を MST インスタン
ス 1 にマッピングする場合は、instance 1 vlan 
1-63 とします。

連続した VLAN を指定する場合には、カンマを
使用します。たとえば VLAN 10、20、30 を MST 
インスタンス 1 にマッピングする場合は、
instance 1 vlan 10, 20, 30 とします。

ステップ 4 Router(config-mst)# name instance_name インスタンス名を指定します。name 文字列は、
大 32 文字で大文字と小文字を区別します。

ステップ 5 Router(config-mst)# revision version 設定のリビジョン番号を指定します。範囲は 0 ～ 
65535 です。

ステップ 6 Router(config-mst)# show pending 入力した設定を表示して、確認します。

ステップ 7 Router(config)# exit すべての変更を適用し、グローバル コンフィ
ギュレーション モードに戻ります。
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MST の設定 
デフォルトに戻すには、以下のように実行します。

 • デフォルトの MST 領域設定に戻るには、no spanning-tree mst configuration 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。

 • デフォルトの VLAN/ インスタンス間マッピングに戻るには、no instance instance_id [vlan 
vlan_range] MST コンフィギュレーション コマンドを使用します。

 • デフォルトの名前に戻すには、no name MST コンフィギュレーション コマンドを使用しま
す。

 • デフォルトのリビジョン番号に戻るには、no revision MST コンフィギュレーション コマンド
を使用します。

 • rapid-PVST+ をイネーブルにするには、no spanning-tree mode  または spanning-tree mode pvst 
グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。

次に、MST コンフィギュレーション モードを開始して、VLAN10 ～ 20 を MST インスタンス 1 に
マッピングし、その領域の名前を region1 に設定し、コンフィギュレーション リビジョンを 1 に
設定し、入力した設定を表示し、変更を適用して、グローバル コンフィギュレーション モード
に戻る例を示します。

Router(config)# spanning-tree mst configuration
Router(config-mst)# instance 1 vlan 10-20
Router(config-mst)# name region1
Router(config-mst)# revision 1
Router(config-mst)# show pending
Pending MST configuration
Name      [region1]
Revision  1
Instances configured 2
Instance  Vlans Mapped
--------  ---------------------
0         1-9,21-4094
1         10-20
-------------------------------

Router(config-mst)# exit
Router(config)#

ステップ 8 Router(config)# spanning-tree mode mst MST と RSTP をイネーブルにします。

注意 スパニング ツリー モードを変更する
と、すべてのスパニング ツリー インス
タンスが前のモードで停止して新規
モードで再開されるため、トラフィッ
クを中断できます。

MST と PVST+、または MST と rapid-PVST+ を同
時に実行できません。

ステップ 9 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 10 Router# show running-config 設定を確認します。

ステップ 11 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的
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MST の設定
ルート ブリッジの設定

スイッチは、マッピングされた VLAN グループのスパニング ツリー インスタンスを維持します。
各インスタンスには、スイッチ プライオリティおよびスイッチの MAC アドレスで構成されるス
イッチ ID が対応付けられます。VLAN のグループに対して、 小のスイッチ ID を持つスイッチ
がルート ブリッジとなります。

スイッチがルート ブリッジになるように設定するには、スイッチが指定したスパニング ツリー 
インスタンスのルート ブリッジとなるように、spanning-tree mst instance_id root  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、スイッチ プライオリティをデフォルト値（32768）か
ら非常に小さな値へと変更します。このコマンドを入力する際に、スイッチがルート ブリッジの
スイッチ プライオリティを確認します。拡張システム ID をサポートしているため、24576 とい
う値を設定するとスイッチが指定したスパニング ツリー インスタンスのルート ブリッジとなる
場合、そのスイッチは指定したインスタンスに対する自身のプライオリティを 24576 に設定しま
す。

インスタンスに指定されているルート ブリッジのスイッチ プライオリティが 24567 を下回る場
合、スイッチは自身のプライオリティをもっとも小さなスイッチ プライオリティを下回る 4096 
に設定します（4096 は 4 ビット スイッチ プライオリティの 下位ビットの値です。表 22-1 
[p.22-3]  を参照）。

ネットワークを構成するスイッチに拡張システム ID をサポートするものとサポートしないもの
がある場合、拡張システム ID をサポートするスイッチがルート ブリッジになることはありませ
ん。拡張システム ID は、VLAN 番号が古いソフトウェアを実行している接続スイッチのプライ
オリティよりも大きくなるように、スイッチ プライオリティ値を増やします。

各スパニング ツリー インスタンスのルート ブリッジは、バックボーン スイッチまたはディスト
リビューション スイッチでなければなりません。アクセス スイッチをスパニング ツリーのプラ
イマリ ルート ブリッジとして設定しないでください。

レイヤ 2 ネットワークの直径（すなわち、レイヤ 2 ネットワーク上の任意の 2 つのエンド ステー
ション間における 大ブリッジ ホップ数）を指定するには、MST インスタンス 0 でのみ利用可
能な diameter キーワードを指定します。ネットワーク直径を指定すると、スイッチはその直径
を持つネットワークに 適な hello タイム、転送遅延時間、および 大エージング タイムを自動
的に選びます。その結果、コンバージェンスに要する時間が大幅に短縮されます。hello キー
ワードを使用して、自動的に計算される hello タイムを上書きすることができます。

（注） ルート ブリッジとして設定されているスイッチを使用する場合、spanning-tree mst hello-time、
spanning-tree mst forward-time、および spanning-tree mst max-age を使用して、hello タイム、転
送遅延時間、および 大エージング タイムを手動で設定しないでください。
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MST の設定 
スイッチをルート ブリッジとして設定するには、次の作業を行います。

デフォルトのスイッチ設定に戻るには、no spanning-tree mst instance_id root 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。

セカンダリ ルート ブリッジの設定

拡張システム ID をサポートするスイッチをセカンダリ ルートとして設定すると、スイッチ プラ
イオリティはデフォルト値（32768）から 28672 に変更されます。その結果、プライマリ ルート 
ブリッジに障害が発生した場合に、このスイッチが指定されたインスタンスのルート ブリッジに
なる可能性が高くなります。この場合、ネットワーク上の他のスイッチがデフォルトのブリッジ 
プライオリティ 32768 を使用していて、ルート ブリッジになる可能性がないと仮定しています。

このコマンドを複数のスイッチに対して実行すると、複数のバックアップ ルート ブリッジを設
定できます。プライマリ ルート ブリッジ を設定する際に使用するのと同じネットワーク直径と 
hello-time 値を spanning-tree mst instance_id root primary グローバル コンフィギュレーション コ
マンドで使用してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config-config)# spanning-tree mst 
instance_id root primary [diameter net_diameter 
[hello-time seconds]]

（任意）スイッチをルート ブリッジとして設定し
ます。

 • instance_id に対して、単一のインスタンス、
ハイフンで区切られたインスタンスの範囲、
カンマで区切られた一連のインスタンスを指
定できます。範囲は 0 ～ 4094 です。

 • （任意）diameter net_diameter に対して、任意
の 2 つのエンド ステーション間における 大
レイヤ 2 ホップ数を設定します。範囲は、2 
～ 7 です。このキーワードは、MST インスタ
ンス 0 に対してのみ使用できます。

 • （任意）hello-time seconds に対して、ルート 
ブリッジによって作成されるコンフィギュ
レーション メッセージの間隔を秒で指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デ
フォルトは 2 秒です。

ステップ 3 Router(config-config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst instance_id 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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MST の設定
スイッチをセカンダリ ルート ブリッジとして設定するには、次の作業を行います。

デフォルトのスイッチ設定に戻るには、no spanning-tree mst instance_id root 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。

ポート プライオリティの設定 
ループが発生すると、MST はポート プライオリティを使用して、フォワーディング ステートに
置くインターフェイスを選択します。MST に 初に選択するインターフェイスには高いプライ
オリティ値（小さな数値）を、 後に選択するインターフェイスには低いプライオリティ値（大
きな数値）を割り当てることができます。すべてのインターフェイスが同じプライオリティ値を
使用している場合には、MST はインターフェイス番号が も小さいインターフェイスをフォ
ワーディング ステートにして、残りのインターフェイスをブロックします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst instance_id 
root secondary [diameter net_diameter [hello-time 
seconds]] 

（任意）スイッチをセカンダリ ルート ブリッジと
して設定します。

 • instance_id に対して、単一のインスタンス、
ハイフンで区切られたインスタンスの範囲、
カンマで区切られた一連のインスタンスを指
定できます。範囲は 0 ～ 4094 です。

 • （任意）diameter net_diameter に対して、任意
の 2 つのエンド ステーション間におけるス
イッチの 大数を設定します。範囲は、2 ～ 
7 です。このキーワードは、MST インスタン
ス 0 に対してのみ使用できます。

 • （任意）hello-time seconds に対して、ルート 
ブリッジによって作成されるコンフィギュ
レーション メッセージの間隔を秒で指定しま
す。指定できる範囲は 1 ～ 10 秒です。デ
フォルトは 2 秒です。

プライマリ ルート ブリッジを設定するときに使
用したものと同じネットワーク直径および hello 
タイムを使用してください。「ルート ブリッジの
設定」（p.22-40）を参照してください。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst instance_id 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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MST の設定 
インターフェイスの MST ポート プライオリティを設定するには、次の作業を実行します。

（注） show spanning-tree mst interface interface_id 特権 EXEC コマンドで情報が表示されるのは、ポート
がリンクアップ動作可能ステートの場合のみです。それ以外は、show running-config interface 特
権 EXEC コマンドを使用して設定を確認します。

インターフェイスをデフォルトの設定に戻すには、no spanning-tree mst instance_id port-priority 
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。

パス コストの設定

MST パス コストのデフォルト値は、インターフェイスのメディア速度から抽出されます。ルー
プが発生すると、MST はコストを使用して、フォワーディング ステートに置くインターフェイ
スを選択します。 初に選択させたいインターフェイスには低いコスト値を、 後に選択させた
いインターフェイスには高いコスト値を割り当てることができます。すべてのインターフェイス
が同じコスト値を使用している場合には、MST はインターフェイス番号が も小さいインター
フェイスをフォワーディング ステートにして、残りのインターフェイスをブロックします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
number}}

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

ステップ 3 Router(config-if)# spanning-tree mst instance_id 
port-priority priority

ポート プライオリティを設定します。

 • instance_id に対して、単一のインスタンス、
ハイフンで区切られたインスタンスの範囲、
カンマで区切られた一連のインスタンスを指
定できます。範囲は 0 ～ 4094 です。

 • priority に対して、値の範囲は 16 単位で、0 
～ 240 です。デフォルト値は 128 です。数値
が小さいほど、プライオリティは高くなりま
す。

プライオリティ値は、0、16、32、48、64、
80、96、112、128、144、160、176、192、
208、224、240 です。これ以外の値は拒否さ
れます。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show spanning-tree mst interface 
interface_id
or
Router# show spanning-tree mst instance_id

設定を確認します。

ステップ 6 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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MST の設定
インターフェイスの MST コストを設定するには、次の作業を実行します。

（注） show spanning-tree mst interface interface_id 特権 EXEC コマンドは、リンクアップ動作可能ステー
トのポートの情報のみを表示します。それ以外は、show running-config 特権 EXEC コマンドを使
用して設定を確認します。

インターフェイスをデフォルトの設定に戻すには、no spanning-tree mst instance_id cost 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。

スイッチ プライオリティの設定

スイッチがルート ブリッジとして選択される可能性が高くなるように、スイッチ プライオリ
ティを設定できます。

（注） このコマンドを使用する場合には注意が必要です。スイッチ プライオリティを変更する場合、ほ
とんどの状況で spanning-tree mst instance_id root primary および spanning-tree mst instance_id root 
secondary コマンドを使用することを推奨します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
number}}

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

ステップ 3 Router(config-if)# spanning-tree mst instance_id 
cost cost

コストを設定します。

ループが発生すると、MST はパス コストを使用
して、フォワーディング ステートに置くイン
ターフェイスを選択します。パス コストの低い
方が高速で伝送されます。

 • instance_id に対して、単一のインスタンス、
ハイフンで区切られたインスタンスの範囲、
カンマで区切られた一連のインスタンスを指
定できます。範囲は 0 ～ 4094 です。

 • cost に対して、範囲は 1 ～ 200000000 で、デ
フォルト値は、インターフェイスのメディア
速度から抽出されます。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show spanning-tree mst interface 
interface_id

または

Router# show spanning-tree mst instance_id

設定を確認します。

ステップ 6 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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MST の設定 
スイッチ プライオリティを設定するには、次の作業を行います。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst instance_id priority 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。

hello タイムの設定

hello タイムを変更することでルート ブリッジによって作成される設定メッセージの間隔を設定
できます。

（注） このコマンドを使用する場合には注意が必要です。hello 時間を変更する場合、ほとんどの状況で 
spanning-tree mst instance_id root primary および spanning-tree mst instance_id root secondary コマ
ンドを使用することを推奨します。

すべての MST インスタンスに対して hello タイムを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst instance_id 
priority priority

（任意）スイッチ プライオリティを設定します。

 • instance_id に対して、単一のインスタンス、
ハイフンで区切られたインスタンスの範囲、
カンマで区切られた一連のインスタンスを指
定できます。範囲は 0 ～ 4094 です。

 • priority に対して、値の範囲は 4096 単位で 0 
～ 61440 です。デフォルト値は 32768 です。
値が少ない方が、スイッチよりルート ブリッ
ジとして選択される可能性が高くなります。

プライオリティ値は、0、4096、8192、
12288、16384、20480、24576、28672、
32768、36864、40960、45056、49152、
53248、57344、61440 です。これ以外の値は
拒否されます。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst instance_id 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst hello-time 
seconds

（任意）すべての MST インスタンスに対して 
hello タイムを設定します。hello タイムは、ルー
ト ブリッジによって作成される設定メッセージ
の間隔です。これらのメッセージは、スイッチが
動作していることを示します。

seconds に対して、範囲は 1 ～ 10 です。デフォル
トは 2 です。
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MST の設定
スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst hello-time 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。

転送遅延時間の設定

すべての MST インスタンスに対して転送遅延時間を設定するには、次の作業を行います。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst forward-time 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。

伝送ホールド カウントの設定

すべての MST インスタンスに対して伝送ホールド カウントを設定するには、次の作業を行いま
す。

ステップ 3 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst forward-time 
seconds

（任意）すべての MST インスタンスに対して転送
時間を設定します。転送遅延は、スパニング ツ
リー ラーニングおよびリスニング ステートから
フォワーディング ステートに移行するまでに
ポートが待機する秒数です。

seconds に対して、範囲は 4 ～ 30 です。デフォル
トは 15 です。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree transmit hold-count 
hold_count_value 

すべての MST インスタンスに対して伝送ホール
ド カウントを設定します。

hold_count_value に対して、範囲は 1 ～ 20 です。
デフォルトは 6 です。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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MST の設定 
スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree transmit hold-count 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。

最大エージング タイムの設定

すべての MST インスタンスに対して 大エージング タイムを設定するには、次の作業を行いま
す。

スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst max-age 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。

最大ホップ カウントの設定

すべての MST インスタンスに対して 大ホップ カウントを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst max-age seconds （任意）すべての MST インスタンスに対して 大
エージング タイムを設定します。 大エージン
グ タイムは、スイッチがスパニング ツリー設定
メッセージを受信せずに再設定を試行するまで待
機する秒数です。

seconds に対して、範囲は 6 ～ 40 です。デフォル
トは 20 です。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# spanning-tree mst max-hops 
hop_count

（任意）BPDU が廃棄され、ポートで維持されて
いた情報が期限切れになるまでの、領域内のホッ
プ数を指定します。

hold_count に対して、範囲は 1 ～ 255 です。デ
フォルトは 20 です。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。
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MST の設定
スイッチをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst max-hops 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。

リンク タイプの指定による高速移行

「高速コンバージェンス」（p.22-13）で説明しているように、ポイントツーポイント リンクを介
してポートを別のポートに接続し、ローカル ポートを指定ポートにする場合、ループのないトポ
ロジを実現するために、提案合意ハンドシェイクを使用して別のポートへの高速移行をネゴシ
エーションします。

デフォルトでは、リンク タイプがインターフェイスのデュプレックス モードから制御されます。
つまり、全二重ポートはポイントツーポイント接続とみなされ、半二重ポートは共有接続とみな
されます。MST を実行しているリモート スイッチの単一ポートに、ポイントツーポイントで物
理的に接続されている半二重リンクがある場合、リンク タイプのデフォルト設定を上書きして
フォワーディング ステートへの高速移行をイネーブルにできます。

デフォルトのリンク タイプ設定を上書きするには、次の作業を行います。

ポートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree link-type 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。

ネイバー タイプの指定

トポロジには、先行標準および 802.1s 標準準拠装置を含めることができます。デフォルトでは、
ポートは自動的に先行標準装置を検出しますが、標準および先行標準 BPDU の両方を受信し続け
ます。装置とネイバー間で不一致が生じた場合、CIST のみがインターフェイスで動作します。

先行標準 BPDU のみを送信するようにポートの設定を選択できます。ポートが STP 互換性モード
になっていても、すべての show コマンドで先行標準フラグが表示されます。

ステップ 4 Router# show spanning-tree mst 設定を確認します。

ステップ 5 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
number}}

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

ステップ 3 Router(config)# spanning-tree link-type 
point-to-point 

ポートのリンク タイプがポイントツーポイント
になるように指定します。

ステップ 4 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show spanning-tree mst interface 
interface_id

設定を確認します。

ステップ 6 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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MST 設定とステータスの表示 
デフォルトのリンク タイプ設定を上書きするには、次の作業を行います。

ポートをデフォルト設定に戻すには、no spanning-tree mst prestandard 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。

プロトコル移行プロセスの再起動

MST を稼働しているスイッチは、802.1D スイッチとの相互運用を可能にする組み込みプロトコ
ル移行機能をサポートします。このスイッチが 802.1D コンフィギュレーション BPDU（プロトコ
ルバージョンが 0 に設定されている BPDU）を受信すると、そのポートの 802.1D BPDU のみを送
信します。MST スイッチ は、802.1D BPDU、異なる領域と関連する MST BPDU（バージョン 3）、
または RST BPDU（バージョン 2）を受信するときに、ポートが領域の境界にあることも検出で
きます。

ただし、スイッチが 802.1D BPDU を受信しなくなっても、自動的に MST モードに戻るわけでは
ありません。これは、802.1D スイッチが指定スイッチでない場合、802.1D スイッチがリンクか
ら削除されているかどうかを検出できないためです。スイッチは、接続されている スイッチがそ
の領域に加入している場合、ポートに境界の役割を割り当て続ける可能性もあります。

スイッチでプロトコル移行プロセスを再起動する（隣接スイッチと強制的に再ネゴシエーション
する）には、clear spanning-tree detected-protocols 特権 EXEC コマンドを使用します。

特定のインターフェイスでプロトコル移行プロセスを再起動するには、clear spanning-tree 
detected-protocols interface interface_id 特権 EXEC コマンドを入力します。

MST 設定とステータスの表示
スパニング ツリー ステータスを表示するには、1 つまたは複数の特権 EXEC コマンドを使用しま
す（表 22-8 を参照）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
{{gigabitethernet 1/port} | {port-channel 
number}}

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

ステップ 3 Router(config)# spanning-tree mst pre-standard ポートが先行標準 BPDU のみを送信するように指
定します。

ステップ 4 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show spanning-tree mst interface 
interface_id

設定を確認します。

ステップ 6 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

表 22-8 MST ステータスを表示するコマンド 

コマンド 目的

show spanning-tree mst configuration MST 領域設定を表示します。

show spanning-tree mst configuration digest 現在の MSTCI に含まれる MD5 ダイジェストを表示しま
す。
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MST 設定とステータスの表示
show spanning-tree mst instance_id 指定されたインスタンスの MST 情報を表示します。

show spanning-tree mst interface interface_id 指定されたインターフェイスの MST 情報を表示します。

表 22-8 MST ステータスを表示するコマンド（続き）

コマンド 目的
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オプションの STP 機能の設定

この章では、オプションの Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）機能を
設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • PortFast の概要（p.23-2）
 • BPDU ガードの概要（p.23-2）
 • PortFast BPDU フィルタリングの概要（p.23-2）
 • UplinkFast の概要（p.23-3）
 • BackboneFast の概要（p.23-4）
 • EtherChannel ガードの概要（p.23-6）
 • ルート ガードの概要（p.23-7）
 • ループ ガードの概要（p.23-7）
 • PortFast のイネーブル化（p.23-8）
 • PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化（p.23-10）
 • BPDU ガードのイネーブル化（p.23-12）
 • UplinkFast のイネーブル化（p.23-12）
 • BackboneFast のイネーブル化（p.23-13）
 • EtherChannel ガードのイネーブル化（p.23-14）
 • ルート ガードのイネーブル化（p.23-14）
 • ループ ガードのイネーブル化（p.23-15）

（注） STP の設定手順については、第 22 章「STP および MST の設定」 を参照してください。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定          

PortFast の概要
PortFast の概要 
STP PortFast を使用すると、アクセス ポートとして設定されたレイヤ 2 LAN ポートが、リスニン
グ ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、ただちにフォワーディング ステートを開
始します。1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたレイヤ 2 アクセス ポート上で 
PortFast を使用すると、STP のコンバージェンスを待たずに、装置がただちにネットワークに接
続されます。1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたインターフェイスが Bridge 
Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を受信しないようにする必要が
あります。PortFast 用に設定されているポートでも、STP は稼働しています。PortFast 対応ポート
は、必要に応じて、ブロッキング ステートにただちに移行できます（これは、上位 BPDU を受
信したときに発生することがあります）。トランク ポート上で PortFast をイネーブルにできます。
PortFast には、設定値と異なる動作値を設定できます。

注意 PortFast の目的は、アクセス ポートが STP のコンバージェンスを待つ時間を 小限に抑えること
です。したがって、PortFast はアクセス ポート上でのみ使用する必要があります。スイッチに接
続されたポート上で PortFast をイネーブルにすると、一時的なブリッジング ループが発生するお
それがあります。

BPDU ガードの概要 
BPDU ガードがポート上でイネーブルになっている場合、BPDU ガードは BPDU を受信するポー
トをシャットダウンします。BPDU ガードがグローバルに設定されている場合は、BPDU ガード
は PortFast 動作ステートのポート上でのみ有効です。有効な設定では、PortFast レイヤ 2 LAN イ
ンターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast レイヤ 2 LAN インターフェイスが BPDU を受
信した場合、認証されていない装置が接続された場合と同じように、無効な設定として通知され
ます。このように BPDU ガード機能では、管理者が手動でレイヤ 2 LAN インターフェイスを再び
作動させなければならないので、無効な設定に対する安全な対処が可能になります。BPDU ガー
ドはインターフェイス レベルで設定可能です。インターフェイス レベルで設定された BPDU 
ガードは、PortFast 設定に関係なく、ポートが BPDU を受信するとすぐにポートをシャットダウ
ンします。

（注） グローバルに設定されている BPDU ガードは、PortFast 動作ステートのすべてのインターフェイ
スに適用されます。

PortFast BPDU フィルタリングの概要 
PortFast BPDU フィルタリングを使うことで、管理者は特定ポート上での BPDU 送信や BPDU 受
信をシステムで禁止できます。

グローバルに設定された PortFast フィルタリングは、動作中のすべての PortFast ポートに適用さ
れます。PortFast 動作ステートのポートは、ホストに接続されているとみなされ、通常 BPDU を
ドロップします。動作中の PortFast ポートが BPDU を受信すると、ポートはすぐに PortFast 動作
ステータスを失います。この場合、PortFast BPDU フィルタリングはこのポート上でディセーブ
ルになり、STP はポート上で BPDU の送信を再開します。

PortFast BPDU フィルタリングはポート単位で設定することもできます。PortFast BPDU フィルタ
リングがポート上で明示的に設定されている場合、BPDU は送信されず、受信したすべての 
BPDU はドロップされます。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定

UplinkFast の概要 
注意 ホストに接続されていないポートに PortFast BPDU フィルタリングを設定すると、このポートは
受信したすべての BPDU を無視し、フォワーディングに移行するため、ブリッジング ループが
発生することがあります。

PortFast BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにし、ポート設定を PortFast BPDU フィ
ルタリングのデフォルトに設定すると（「PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化」
[p.23-10] を参照）、PortFast は PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルまたはディセーブルに
します。

ポート設定がデフォルトに設定されていない場合、PortFast 設定は PortFast BPDU フィルタリング
に影響しません。表 23-1 に、使用可能な PortFast BPDU フィルタリングの組み合わせを示しま
す。PortFast BPDU フィルタリングを使用すると、エンド ホストの接続直後に、アクセス ポート
がフォワーディング ステートに直接移行できます。

UplinkFast の概要 
UplinkFast は、直接接続されたリンクの障害発生後高速コンバージェンスを行い、アップリンク 
グループを使用して、冗長レイヤ 2 リンク間でロード バランシングを実行します。アップリンク 
グループは、（VLAN ごとの）レイヤ 2 LAN インターフェイスの集合であり、どの時点でも、そ
の中の 1 つのインターフェイスだけが転送を行います。つまり、アップリンク グループは、（転
送を行う）ルート ポートと、（セルフループを行うポートを除く）ブロックされたポートの集合
で構成されます。アップリンク グループは、転送中のリンクで障害が起きた場合に代替パスを提
供します。

（注） UplinkFast は、配線クローゼット スイッチに使用すると も効果的です。それ以外の用途には、
この機能は有用でない場合もあります。

図 23-1 は、リンク障害が発生していないときのトポロジ例です。スイッチ A（ルート ブリッジ）
は、リンク L1 を通じてスイッチ B に、リンク L2 を通じてスイッチ C に直接接続されています。
スイッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 LAN インターフェイスは、ブロッキング 
ステートです。

表 23-1 PortFast BPDU フィルタリングのポート設定 

ポート単位の設定
グローバル コンフィ
ギュレーション

PortFast のス
テート

PortFast BPDU フィルタリン
グのステート 

デフォルト イネーブル イネーブル イネーブル 1

1. ポートは 10 以上の BPDU を送信します。このポートがいずれかの BPDU を受信した場合、PortFast および PortFast 
BPDU フィルタリングはディセーブルになります。

デフォルト イネーブル ディセーブル ディセーブル

デフォルト ディセーブル 適用不可 ディセーブル

ディセーブル 適用不可 適用不可 ディセーブル

イネーブル 適用不可 適用不可 イネーブル
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定          

BackboneFast の概要
図 23-1 直接リンク障害が発生する前の UplinkFast の例

スイッチ C が、現在アクティブ リンクであるルート ポート上の L2 でリンク障害（直接リンク障
害）を検出すると、UplinkFast はスイッチ C でブロックされていたポートのブロックを解除し、
リスニング ステートおよびラーニング ステートを経由せずに、ただちにフォワーディング ス
テートに移行させます（図 23-2 を参照）。このスイッチオーバーに要する時間は 1 ～ 5 秒です。

図 23-2 直接リンク障害が発生したあとの UplinkFast の例

BackboneFast の概要 
ネットワーク装置上のルート ポートまたはブロックされたポートが、そのポートの指定ブリッジ
から下位 BPDU を受信すると、BackboneFast が開始されます。下位 BPDU により、1 台のネット
ワーク装置をルート ブリッジおよび指定ブリッジの両方として識別します。ネットワーク装置が
下位 BPDU を受信すると、ネットワーク装置はそのネットワーク装置が直接接続されていないリ
ンク（間接リンク）で障害が発生した（つまり、指定ブリッジからルート ブリッジへの接続が切
断された）ものとみなします。標準的な STP ルールに従う場合、ネットワーク装置は設定されて
いる 大エージング タイム（STP の max-age コマンドで指定）の間下位 BPDU を無視します。

ネットワーク装置は、ルート ブリッジへの代替パスの有無を判別します。下位 BPDU がブロッ
クされたポートに到達した場合には、ネットワーク装置のルート ポートおよびその他のブロック
されたポートがルート ブリッジへの代替パスになります（セルフループ ポートはルート ブリッ
ジの代替パスとはみなされません）。下位 BPDU がルート ポートに到達した場合には、すべての
ブロック ポートがルート ブリッジへの代替パスになります。下位 BPDU がルート ポートに到達
し、かつブロックされたポートがない場合には、ネットワーク装置はルート ブリッジへの接続が
切断されたものとみなし、ルートの 大エージング タイムを満了させ、通常の STP ルールに
従ってルート ブリッジになります。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定

BackboneFast の概要 
ネットワーク装置にルート ブリッジへの代替パスがある場合、ネットワーク装置はそれらの代替
パスを使用して、ルート リンク クエリー Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）
と呼ばれる新しい種類の PDU を送信します。ネットワーク装置はルート ブリッジへのすべての
代替パスに対して、ルート リンク クエリー PDU を送信します。ルートへの代替パスがまだ存在
していることが判明すると、ネットワーク装置は、下位 BPDU を受信したポートの 大エージン
グ タイムを満了させます。ルート ブリッジへのすべての代替パスが、ネットワーク装置とルー
ト ブリッジ間の接続が切断されていることを示している場合には、ネットワーク装置は、下位 
BPDU を受信したポートの 大エージング タイムを満了させます。1 つまたは複数の代替パスか
らルート ブリッジに引き続き接続できる場合には、ネットワーク装置は、下位 BPDU を受信し
たすべてのポートを Designated Port（DP; 指定ポート）にして、（ブロッキング ステートになって
いた場合）ブロッキング ステートから、リスニング ステートおよびラーニング ステートを経て、
フォワーディング ステートに移行させます。

図 23-3 は、リンク障害が発生していないときのトポロジ例です。スイッチ A（ルート ブリッジ）
は、リンク L1 を通じてスイッチ B に、リンク L2 を通じてスイッチ C に直接接続されています。
スイッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 LAN インターフェイスは、ブロッキング 
ステートです。

図 23-3 間接リンク障害が発生する前の BackboneFast の例

リンク L1 で障害が発生した場合、スイッチ C はリンク L1 に直接接続されていないので、この障
害を検出できません。一方、スイッチ B は L1 を通じてルート ブリッジに直接接続されているの
で、この障害を検出し、自身をルートに選定し、スイッチ C に対して自身がルートであることを
表す BPDU の送信を開始します。スイッチ C がスイッチ B から下位 BPDU を受信すると、スイッ
チ C は間接障害が発生したことを推測します。この時点で、BackboneFast により、スイッチ C の
ブロック ポートは、そのポートに設定されている 大エージング タイムの満了を待たずに、た
だちにリスニング ステートに移行します。BackboneFast はさらに、スイッチ C のレイヤ 2 LAN イ
ンターフェイスをフォワーディング ステートに移行させ、スイッチ B からスイッチ A までのパ
スを提供します。このスイッチオーバーに要する時間は、約 30 秒（デフォルトの転送遅延時間
である 15 秒が設定されている場合、その 2 倍）です。図 23-4 に、BackboneFast がリンク L1 で発
生した障害に応じてどのようにトポロジを再設定するかを示します。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定          

EtherChannel ガードの概要
図 23-4 間接リンク障害が発生したあとの BackboneFast の例

図 23-5 に示すメディア共有型トポロジに新しいネットワーク装置が組み込まれた場合、
BackboneFast は起動されません。これは、認識している指定ブリッジ（スイッチ B）から下位 
BPDU が着信していないためです。新しいネットワーク装置は、自らがルート ブリッジであるこ
とを伝える下位 BPDU の送信を開始します。しかし、他のネットワーク装置はこれらの下位 
BPDU を無視します。その結果、新しいネットワーク装置はスイッチ B がルート ブリッジである
スイッチ A への指定ブリッジであることを学習します。

図 23-5 メディア共有型トポロジにおけるネットワーク装置の追加 

EtherChannel ガードの概要 
EtherChannel ガードは正しく設定されていない EtherChannel を検出します（スイッチのインター
フェイスが EtherChannel として設定されているが、他の装置のインターフェイスが EtherChannel 
として設定されていない場合、または他の装置のインターフェイスの一部が同じ EtherChannel に
設定されていない場合など）。

他の装置の設定に誤りがあることが検出されると、EtherChannel ガードは スイッチのインター
フェイスを errdisable ステートにします。
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ルート ガードの概要 
ルート ガードの概要 
STP ルート ガード機能を使用すると、ポートがルート ポートやブロックされたポートにならな
くなります。ルート ガードに設定されたポートが上位 BPDU を受信すると、このポートはただ
ちにルートとして一貫性のない（ブロックされた）ステートになります。

ループ ガードの概要 
ループ ガードを使用すると、ポイントツーポイント リンク上の単一方向リンクの障害によって
発生することがあるブリッジング ループを防止できます。グローバルにイネーブル化されたルー
プ ガードは、システム上のすべてのポイントツーポイント ポートに適用されます。ループ ガー
ドはルート ポートおよびブロックされたポートを検出し、これらのポートがセグメント上の DP 
から BPDU を受信し続けるようにします。ループ ガードがイネーブルになっているルート ポー
トまたはブロックされたポートが DP からの BPDU の受信を停止した場合、このポートはポート
上に物理リンク エラーがあると想定して、ループに一貫性のないブロッキング ステートに移行
します。ポートが BPDU を受信すると、ただちにこのループに一貫性のないステートから回復し
ます。

ループ ガードはポート単位でイネーブルにできます。ループ ガードをイネーブルにすると、す
べてのアクティブ インスタンスまたはポートが属する VLAN にループ ガードが自動的に適用さ
れます。ループ ガードをディセーブルにした場合は、指定したポートに対してディセーブルにな
ります。ループ ガードをディセーブルにすると、ループに一貫性のないすべてのポートがリスニ
ング ステートに移行します。

チャネル上でループ ガードをイネーブルにしたあとに、 初のリンクが単一方向リンクになる
と、ループ ガードは影響を受けたポートがチャネルから削除されるまで、チャネル全体をブロッ
クします。図 23-6 に、三角型のスイッチ設定におけるループ ガードを示します。

図 23-6 ループ ガードが設定された三角型のスイッチ設定

図 23-6 に、次の設定を示します。

 • スイッチ A およびスイッチ B はディストリビューション スイッチです。

 • スイッチ C はアクセス スイッチです。

 • ループ ガードは、スイッチ A、B、C のポート 3/1 および 3/2 でイネーブルです。

ルート スイッチ上でループ ガードをイネーブルにしても影響はありませんが、ルート スイッチ
が非ルート スイッチになると、保護機能が有効になります。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定          

PortFast のイネーブル化
ループ ガードを使用するときは、次の注意事項に従ってください。

 • PortFast 対応ポートでは、ループ ガードをイネーブルにできません。

 • ルート ガードがイネーブルの場合は、ループ ガードをイネーブルにできません。

ループ ガードは、次のように他の機能と相互作用します。

 • ループ ガードは UplinkFast または BackboneFast の機能には影響しません。

 • ポイントツーポイント リンクに接続されていないポート上でループ ガードをイネーブルにし
ても、機能しません。

 • ルート ガードは、強制的に、ポートを常にルート ポートとして指定された状態にします。
ポートがルート ポートまたは代替ポートの場合のみ、ループ ガードは有効です。特定のポー
ト上でループ ガードとルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。

 • ループ ガードはスパニング ツリーで認識されているポートを使用します。ループ ガードは、
Port Aggregation Protocol（PAgP）が提供する論理ポートを利用できます。ただし、チャネル
を形成するには、そのチャネルにグループ化するすべての物理ポートの設定に互換性がなけ
ればなリません。チャネルを形成するために、PAgP はすべての物理ポート上でルート ガー
ドまたはループ ガードの設定を均一にします。

ループ ガードに適用される注意事項は、次のとおりです。

 – スパニング ツリーは、BPDU を送信するチャネル内で 初に動作するポートを常に選択
します。このリンクが単一方向になった場合、チャネル内の他のリンクが適切に機能し
ている場合でも、ループ ガードはチャネルをブロックします。

 – ループ ガードによってブロックされている一連のポートをグループ化して、チャネルを
形成した場合、スパニング ツリーはこれらのポートのステート情報をすべて失い、新し
いチャネル ポートは指定された役割を使用してフォワーディング ステートに移行できま
す。

 – チャネルがループ ガードによってブロックされている場合に、チャネルが切断される
と、スパニング ツリーはすべてのステート情報を失います。チャネルを形成する 1 つま
たは複数のリンクが単一方向リンクである場合も、各物理ポートは指定された役割を使
用して、フォワーディング ステートに移行できます。

（注） UniDirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）をイネーブルにして、
リンク障害を隔離します。UDLD が障害を検出するまでループが発生することが
ありますが、ループ ガードはこのループを検出できません。

 • ディセーブル化されたスパニング ツリー インスタンスまたは VLAN 上では、ループ ガード
は無効です。

PortFast のイネーブル化

注意 PortFast は、単一のエンド ステーションをレイヤ 2 アクセス ポートに接続する場合に限って使用
してください。そうしない場合、ネットワーク ループが発生する可能性があります。

レイヤ 2 アクセス ポート上で PortFast をイネーブルにするには、次の作業を行います。
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第 23 章      オプションの STP 機能の設定

PortFast のイネーブル化 
次に、インターフェイス FastEthernet 5/8 上で PortFast をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/8 
Router(config-if)# spanning-tree portfast 
Router(config-if)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface fastethernet 5/8 
Building configuration...

Current configuration:
!
interface FastEthernet5/8
 no ip address
 switchport
 switchport access vlan 200
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
end
Router#

PortFast のデフォルト設定をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、PortFast のデフォルト設定をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# spanning-tree portfast default 
Router(config)# ^Z

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {type1 slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree portfast 単一のワークステーションまたはサーバに接続さ
れたレイヤ 2 アクセス ポート上で PortFast をイ
ネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# spanning-tree portfast disable PortFast をディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show running interface {type1 slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree portfast default PortFast をデフォルトに設定します。

ステップ 2 Router(config)# show spanning-tree summary totals グローバル コンフィギュレーションを確認しま
す。

ステップ 3 Router(config)# show spanning-tree interface x 
detail 

特定のポートに対する効果を確認します。

ステップ 4 Router(config-if)# spanning-tree portfast trunk ポート上で PortFast トランクをイネーブルにしま
す。

ステップ 5 Router# show spanning-tree interface fastEthernet 
x detail

設定を確認します。
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PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化
Root bridge for:VLAN0010
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is disabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is disabled
BackboneFast         is disabled
Pathcost method used is long

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
VLAN0001                  0        0         0        1          1      
VLAN0010                  0        0         0        2          2      
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
2 vlans                   0        0         0        3          3 
Router#

Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by default
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 10, received 0

Router(config-if)# spanning-tree portfast trunk 
%Warning:portfast should only be enabled on ports connected to a single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
 interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Router(config-if)# ^Z

Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   BPDU:sent 30, received 0
Router#

PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化
ここでは、PortFast BPDU フィルタリングの設定手順について説明します。

PortFast BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。
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PortFast BPDU フィルタリングのイネーブル化  
各ポート上で、BPDU フィルタリングはデフォルトに設定されています。次に、ポート上で 
PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにして、PVST+ モードで設定を確認する例を示しま
す。

（注） PVST+ の詳細は、第 22 章「STP および MST の設定」 を参照してください。

Router(config)# spanning-tree portfast bpdufilter default 
Router(config)# ^Z

Router# show spanning-tree summary totals 
Root bridge for:VLAN0010
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is enabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is disabled
BackboneFast         is disabled
Pathcost method used is long

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
2 vlans                   0        0         0        3          3      
Router#

非トランキング ポート上で PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにするには、次の作業を
行います。

次に、非トランキング ポート上で PortFast BPDU フィルタリングをイネーブルにする例を示しま
す。

Router(config)# interface fastEthernet 4/4
Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable 
Router(config-if)# ^Z

Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4

Vlan             Role Sts Cost      Prio.Nbr Status
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
VLAN0010         Desg FWD 1000      160.196  Edge P2p 
Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail
Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree portfast 
bpdufilter default

スイッチ上で BPDU フィルタリングをグローバルに
イネーブルにします。

ステップ 2 Router# show spanning-tree summary totals 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface fastEthernet 4/4 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree bpdufilter 
enable 

BPDU フィルタリングをイネーブルにします。

ステップ 3 Router# show spanning-tree interface 
fastEthernet 4/4 

設定を確認します。
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BPDU ガードのイネーブル化
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   BPDU:sent 0, received 0
Router#

BPDU ガードのイネーブル化
BPDU ガードをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、BPDU ガードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree bpduguard enable 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree summary totals 
Root bridge for:VLAN0010
EtherChannel misconfiguration guard is enabled
Extended system ID   is disabled
Portfast             is enabled by default
PortFast BPDU Guard  is disabled by default
Portfast BPDU Filter is enabled by default
Loopguard            is disabled by default
UplinkFast           is disabled
BackboneFast         is disabled
Pathcost method used is long

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------
2 vlans                   0        0         0        3          3      
Router#

UplinkFast のイネーブル化
UplinkFast を使用すると、ブリッジ プライオリティが 49152 に増えるとともに、スイッチ上のす
べてのレイヤ 2 LAN ポートの STP ポート コストに 3000 が加算されます。その結果、スイッチが
ルート ブリッジになる確率が低くなります。max_update_rate 値は、1 秒間に送信されるマルチ
キャスト パケット数を表します（デフォルトは 150 パケット / 秒です）。ブリッジ プライオリ
ティを設定している VLAN 上では、UplinkFast をイネーブルにすることはできません。ブリッジ 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree bpduguard enable BPDU ガードをグローバルにイネーブルにしま
す。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree summary totals 設定を確認します。
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BackboneFast のイネーブル化 
プライオリティを設定している VLAN 上で UplinkFast 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 no spanning-tree vlan vlan_ID priority コマンドを入力して、VLAN 
のブリッジ プライオリティをデフォルトに戻します。

（注） UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチ上のすべての VLAN に影響します。個々の VLAN に
ついて UplinkFast を設定することはできません。

UplinkFast をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、UplinkFast をイネーブルにして、アップデート速度を 400 パケット / 秒に設定する例を示
します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree uplinkfast max-update-rate 400 
Router(config)# exit 
Router#

次に、UplinkFast がイネーブルになっていることを確認する例を示します。

Router# show spanning-tree uplinkfast 
UplinkFast is enabled
Router# 

BackboneFast のイネーブル化

（注） BackboneFast が適切に動作するのは、ネットワーク内のすべてのネットワーク装置上でイネーブ
ルになっている場合だけです。BackboneFast は、トークンリング VLAN ではサポートされませ
ん。この機能は、サードパーティ製のネットワーク装置と組み合わせて使用できます。

BackboneFast をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree uplinkfast 
[max-update-rate max_update_rate] 

UplinkFast をイネーブルにします。

Router(config)# no spanning-tree uplinkfast 
max-update-rate 

デフォルトのレートに戻します。

Router(config)# no spanning-tree uplinkfast UplinkFast をディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID UplinkFast がイネーブルになっていることを確認
します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree backbonefast BackboneFast をイネーブルにします。

Router(config)# no spanning-tree backbonefast BackboneFast をディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree vlan vlan_ID BackboneFast がイネーブルになっていることを確
認します。
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EtherChannel ガードのイネーブル化
次に、BackboneFast をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree backbonefast 
Router(config)# end 
Router#

次に、BackboneFast がイネーブルになっていることを確認する例を示します。

Router# show spanning-tree backbonefast 
BackboneFast is enabled

BackboneFast statistics
-----------------------
Number of transition via backboneFast (all VLANs) : 0
Number of inferior BPDUs received (all VLANs)     : 0
Number of RLQ request PDUs received (all VLANs)   : 0
Number of RLQ response PDUs received (all VLANs)  : 0
Number of RLQ request PDUs sent (all VLANs)       : 0
Number of RLQ response PDUs sent (all VLANs)      : 0
Router# 

EtherChannel ガードのイネーブル化
EtherChannel ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、EtherChannel ガードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# spanning-tree etherchannel guard misconfig 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree summary | include EtherChannel
EtherChannel misconfiguration guard is enabled

errdisable ステートのインターフェイスを表示するには、show interface status err-disable コマンド
を入力します。

誤っている設定が解消されると、errdisable ステートのインターフェイスは自動的に回復します。
ポートを手動で動作状態に戻すには、shutdown コマンドを入力してから、該当するインター
フェイスに対して no shutdown コマンドを入力します。

ルート ガードのイネーブル化
ルート ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree etherchannel guard 
misconfig 

EtherChannel ガードをイネーブルにします。

Router(config)# no spanning-tree etherchannel 
guard misconfig 

EtherChannel ガードをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree summary | include 
EtherChannel 

EtherChannel ガードがイネーブルになっているこ
とを確認します。
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ループ ガードのイネーブル化 
ルートとして一貫性のないステートになっているポートを表示するには、show spanning-tree 
inconsistentports コマンドを入力します。

ループ ガードのイネーブル化
スイッチ上でループ ガードをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を実行します。

次に、ループ ガードをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# spanning-tree loopguard default 
Router(config)# ^Z

Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   Loop guard is enabled by default on the port
   BPDU:sent 0, received 0

特定のポート上でループ ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {type1 slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree guard root ルート ガードをイネーブルにします。

Router(config-if)# no spanning-tree guard root ルート ガードをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show spanning-tree 
Router# show running interface {type1 slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# spanning-tree loopguard default スイッチ上でループ ガードをグローバルにイ
ネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show spanning-tree interface 4/4 detail この設定がポートに作用していることを確認しま
す。
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ループ ガードのイネーブル化
次に、ループ ガードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastEthernet 4/4
Router(config-if)# spanning-tree guard loop
Router(config-if)# ^Z

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show spanning-tree interface fastEthernet 4/4 detail 
 Port 196 (FastEthernet4/4) of VLAN0010 is forwarding 
   Port path cost 1000, Port priority 160, Port Identifier 160.196.
   Designated root has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated bridge has priority 32768, address 00d0.00b8.140a
   Designated port id is 160.196, designated path cost 0
   Timers:message age 0, forward delay 0, hold 0
   Number of transitions to forwarding state:1
   The port is in the portfast mode by portfast trunk configuration
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu filter is enabled
   Loop guard is enabled on the port
   BPDU:sent 0, received 0
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {type1 slot/port} | 
{port-channel port_channel_number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# spanning-tree guard loop ループ ガードを設定します。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show spanning-tree interface 4/4 detail この設定がポートに作用していることを確認しま
す。
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C H A P T E R24

レイヤ 3 インターフェイスの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX でレイヤ 3 インターフェイスを設定する手順につ
いて説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 3 インターフェイス設定時の注意事項および制約事項（p.24-1）
 • レイヤ 3 インターフェイスのサブインターフェイスの設定（p.24-2）
 • IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定（p.24-3）
 • IPX ルーティングおよびネットワーク番号の設定（p.24-7）
 • AppleTalk ルーティング、ケーブルの範囲、およびゾーンの設定（p.24-8）
 • レイヤ 3 インターフェイス上でのその他のプロトコルの設定（p.24-9）

レイヤ 3 インターフェイス設定時の注意事項および制約
事項

レイヤ 3 インターフェイスを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 設定するレイヤ 3 VLAN インターフェイスは 2,000 までにすることを推奨します。

 • レイヤ 3 VLAN インターフェイスでは、ip unnumbered コマンドが、サポートされます。

 • VLAN インターフェイスをサポートするには、VLAN を作成および設定し、レイヤ 2 LAN 
ポートに VLAN メンバシップを割り当てます。詳細については、第 17 章「VLAN の設定」 お
よび 第 16 章「VTP の設定」 を参照してください。
24-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm


第 24 章      レイヤ 3 インターフェイスの設定          
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 • Cisco IOS Software Release 12.2SX では、以下はサポートされません。

 – Integrated Routing and Bridging（IRB）
 – Concurrent Routing and Bridging（CRB） 
 – Remote Source-Route Bridging（RSRB; リモート ソースルート ブリッジング）

 • VLAN インターフェイスでブリッジ グループ（代替ブリッジングとも言う）を使用して、
ルーティングされないプロトコルをブリッジします。VLAN インターフェイスのブリッジ グ
ループは、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）のソフトウェアでサポートされます。

 • Cisco IOS Software Release 12.2SX では、ブリッジ グループの IEEE ブリッジング プロトコル
はサポートされません。VLAN ブリッジまたは DEC スパニング ツリー プロトコルを使用し
てブリッジ グループを設定します。

レイヤ 3 インターフェイスのサブインターフェイスの設
定 

レイヤ 3 サブインターフェイスを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • PFC3 は LAN ポート サブインターフェイスで以下の機能をサポートします。

 – MPLS VPN を含む IPv4 ユニキャスト フォワーディング

 – MPLS VPN を含む IPv4 マルチキャスト フォワーディング

 – 6PE
 – EoMPLS

 – 番号付けされていない IPv4
 – MIBS 内の show vlans コマンドを使用したサブインターフェイス用カウンタ

 – iBGP および eBGP
 – OSPF
 – EIGRP
 – RIPv1/v2
 – RIPv2
 – ISIS

 – スタティック ルーティング

 – UDLR

 – IGMPv1、IGMPv2、IGMPv3
 – PIMv1、PIMv2
 – SSM IGMPv3lite および URD
 – スタブ IP マルチキャスト ルーティング

 – IGMP Join

 – IGMP スタティック グループ

 – Multicast Routing Monitor（MRM）

 – Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）
 – SSM
 – IPv4 ping
 – IPv6 ping
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IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定 
 • VLAN ID が IEEE 802.1Q ネイティブ VLAN の ID の場合、native キーワードを必ず使用して
ください。native キーワードを使用せずに、IEEE 802.1Q トランクのネイティブ VLAN でカ
プセル化を設定しないでください。

 • VLAN ID はスイッチに対してグローバルであるため、サブインターフェイス上、またはレイ
ヤ 3 VLAN インターフェイスに関して VLAN を内部的に使用できます。

 – サブインターフェイスまたはレイヤ 3 VLAN インターフェイスで、内部 VLAN を設定す
ることはできません。

 – レイヤ 3 VLAN インターフェイスで、サブインターフェイス VLAN を設定することはで
きません。

 – サブインターフェイス上では、レイヤ 3 VLAN インターフェイスとともに使用される 
VLAN を設定することはできません。

（注） 1 つのインターフェイス、別のインターフェイスのサブインターフェイス、またはサ
ブインターフェイスで使用されている VLAN を設定することはできません。

 • VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）透過モードでは、任意の標
準範囲または拡張範囲の VLAN ID を使用して、サブインターフェイスを設定できます。
VLAN ID 1 ～ 1005 は、VTP ドメインでグローバルであり、VTP ドメイン内の他のネット
ワーク装置上で定義できるため、VTP クライアント / サーバ モードでは、拡張範囲 VLAN の
みをサブインターフェイスとともに使用できます。VTP クライアント / サーバ モードでは、
標準範囲 VLAN がサブインターフェイスから除外されます。

（注） サブインターフェイス上で標準範囲 VLAN を設定する場合、VTP モードを透過から
変更できません。

サブインターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定
詳しい説明および設定手順については、次のマニュアルを参照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Command Reference』Release 12.2

コマンド 目的

ステップ 1 Router> enable 特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 2 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 3 Router(config)# interface 
{{type1 slot/port.subinterface} | {port-channel 
port_channel_number.subinterface}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、または ge-wan 

インターフェイスを選択して、サブインターフェ
イス コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 4 Router(config-subif)# encapsulation dot1q vlan_ID 
[native] 

サブインターフェイスの 802.1Q カプセル化を設
定します。

ステップ 5 Router(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。
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IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipras_r/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fiprrp_r/index.htm

IPv4 ルーティングおよびアドレスを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってくださ
い。

 • maximum paths コマンドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command 
References』を参照してください。

 • Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）および Distributed Feature Card（DFC）
は、match ip address、set ip next-hop、ip default next-hop Policy-Based Routing（PBR; ポリ
シーベース ルーティング）キーワードを使用するルート マップ シーケンス用の PBR をハー
ドウェアでサポートします。

PBR を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 – PFC はトンネル インターフェイスに設定されている PBR のハードウェア サポートを提
供します。

 – PFC は、ネクストホップがトンネル インターフェイスである場合に set ip next-hop キー
ワードで設定されている PBR のハードウェア サポートを提供しません。

 – RP のアドレスが PBR ACL の範囲内にある場合、RP にアドレス指定されたトラフィック
は RP に転送されずに、ハードウェアでポリシー ルーティングされます。RP にアドレス
指定されたトラフィックのポリシー ルーティングを防止するには、RP にアドレス指定さ
れたトラフィックを拒否するように PBR ACL を設定します。

 – Cisco IOS ACL のオプションの中で、RP に送信されソフトウェアでスイッチングされる
フローが発生するような PBR ルート マップでのフィルタリングを実行するものは無視さ
れます。たとえば、PBR ルート マップでのフィルタリングを行う Cisco IOS ACL の ACE 
で、ロギングはサポートされていません。

 – PBR が設定されているスイッチング モジュール ポートを通過する PBR トラフィックは、
スイッチング モジュールがリセットされる場合にソフトウェアでルーティングされます

（CSCee92191）。
 – permit ルートマップ シーケンスで set を指定していない場合、一致するトラフィックは 

RP で処理されます。

PBR の設定については、次の URL の『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration 
Guide』Release 12.2 の「Classification」、「Configuring Policy-Based Routing」を参照してくださ
い。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt1/qcfpbr.htm

レイヤ 3 インターフェイスに IPv4 ルーティングおよび IPv4 アドレスを設定するには、次の作業
を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip routing IPv4 ルーティングをイネーブルにします
（IPv4 ルーティングがディセーブルになって
いる場合のみ必須）。

ステップ 2 Router(config)# router ip_routing_protocol IPv4 ルーティング プロトコルを指定します。

ステップ 3 Router(config-router)# ip_routing_protocol_commands IPv4 ルーティング プロトコルを設定します。

ステップ 4 Router(config-router)# exit IPv4 ルーティング プロトコルのコンフィ
ギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

設定するインターフェイスを選択します。
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IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定 
次に、IPv4 Routing Information Protocol（RIP）ルーティングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip routing 
Router(config)# router rip 
Router(config-router)# network 10.0.0.0 
Router(config-router)# end 
Router#

次に、ポート FastEthernet 5/4 に IPv4 アドレスを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/4
Router(config-if)# ip address 172.20.52.106 255.255.255.248
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end 
Router#

次に、show interfaces コマンドを使用して、ポート FastEthernet 5/4 のインターフェイス IPv4 アド
レスの設定およびステータスを表示する例を示します。

Router# show interfaces fastethernet 5/4
FastEthernet5/4 is up, line protocol is up
  Hardware is Cat6K 100Mb Ethernet, address is 0050.f0ac.3058 (bia 0050.f0ac.3058)
    Internet address is 172.20.52.106/29
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:01, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Queueing strategy: fifo
  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     7 packets input, 871 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 input packets with dribble condition detected
     8 packets output, 1658 bytes, 0 underruns

ステップ 6 Router(config-if)# ip address ip_address subnet_mask IPv4 アドレスおよび IPv4 サブネットを設定
します。

ステップ 7 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 8 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 9 Router# show interfaces [{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show ip interfaces [{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show running-config interfaces [{vlan 
vlan_ID} | {type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}]

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

コマンド 目的
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IPv4 ルーティングおよびアドレスの設定
     0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#

次に、show ip interface コマンドを使用して、ポート FastEthernet 5/4 の詳細な設定およびステー
タスを表示する例を示します。

Router# show ip interface fastethernet 5/4
FastEthernet5/4 is up, line protocol is up
    Internet address is 172.20.52.106/29
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.10
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP Normal CEF switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
  IP multicast multilayer switching is disabled
  IP mls switching is enabled
Router#

次に、show running-config コマンドを使用して、ポート FastEthernet 5/4 のインターフェイス IPv4 
アドレスの設定を表示する例を示します。

Router# show running-config interfaces fastethernet 5/4 
Building configuration...
 
Current configuration:
!
interface FastEthernet5/4
 description "Router port"
  ip address 172.20.52.106 255.255.255.248
 no ip directed-broadcast
!
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IPX ルーティングおよびネットワーク番号の設定 
IPX ルーティングおよびネットワーク番号の設定

（注） RP は、高速スイッチングで Internetwork Packet Exchange（IPX）をサポートしています。

詳しい説明および設定手順については、次のマニュアルを参照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS AppleTalk and Novell IPX Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fatipx_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS AppleTalk and Novell IPX Command Reference』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fatipx_r/index.htm

IPX ルーティングを設定し、レイヤ 3 インターフェイスに IPX を設定するには、次の作業を行い
ます。

次に、IPX ルーティングをイネーブルにし、インターフェイス VLAN 100 に IPX ネットワーク ア
ドレスを割り当てる例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ipx routing 
Router(config)# ipx router rip 
Router(config-ipx-router)# network all 
Router(config-ipx-router)# interface vlan 100 
Router(config-if)# ipx network 100 encapsulation snap 
Router(config-if)# no shutdown 
Router(config-if)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ipx routing IPX ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# router ipx_routing_protocol IP ルーティング プロトコルを指定します。この
ステップでは、他のコマンド（ルーティングする
ネットワークを指定する network コマンドなど）
を使用する場合があります。

ステップ 3 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 4 Router(config-if)# ipx network [network | 
unnumbered] encapsulation encapsulation_type 

IPX ネットワーク番号を設定します。このステッ
プにより、インターフェイス上で IPX ルーティン
グがイネーブルになります。インターフェイス上
で IPX ルーティングをイネーブルにするとき、カ
プセル化タイプも指定できます。

ステップ 5 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Router# show interfaces [{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show ipx interfaces [{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show running-config interfaces [{vlan 
vlan_ID} | {type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}]

設定を確認します。
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AppleTalk ルーティング、ケーブルの範囲、およびゾーンの設定
Router# copy running-config startup-config 

AppleTalk ルーティング、ケーブルの範囲、およびゾー
ンの設定

詳しい説明および設定手順については、次のマニュアルを参照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS AppleTalk and Novell IPX Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fatipx_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS AppleTalk and Novell IPX Command Reference』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fatipx_r/index.htm

AppleTalk ルーティ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 モードで次の作業
を行います。

次に、AppleTalk ルーティングをイネーブルにして、インターフェイス VLAN 100 に AppleTalk 
ケーブルの範囲およびゾーン名を割り当てる例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# appletalk routing
Router(config)# interface vlan 100
Router(config-if)# appletalk cable-range 100-100
Router(config-if)# appletalk zone Engineering
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# end 
Router# copy running-config startup-config

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# appletalk routing AppleTalk ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# appletalk cable-range 
cable_range 

インターフェイスにケーブル範囲を割り当てま
す。

ステップ 4 Router(config-if)# appletalk zone zone_name インターフェイスにゾーン名を割り当てます。

ステップ 5 Router(config-if)# no shutdown インターフェイスをイネーブルにします。

ステップ 6 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Router# show interfaces [{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show appletalk interfaces [{vlan vlan_ID} 
| {type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}] 
Router# show running-config interfaces [{vlan 
vlan_ID} | {type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}]

設定を確認します。
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レイヤ 3 インターフェイス上でのその他のプロトコルの
設定

レイヤ 3 インターフェイスにその他のプロトコルを設定する手順については、次のマニュアルを
参照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS Apollo Domain, VINES, DECnet, ISO CLNS, and XNS Configuration Guide』
Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fapolo_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS Apollo Domain, VINES, DECnet, ISO CLNS, and XNS Command Reference』
Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fapolo_r/index.htm
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レイヤ 3 インターフェイス上でのその他のプロトコルの設定
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C H A P T E R25

UDE および UDLR の設定

この章では、Catalyst 6500 シリーズ スイッチの Unidirectional Ethernet（UDE; 単一方向イーサネッ
ト）および Unidirectional Link Routing（UDLR; 単一方向リンク ルーティング）を設定する手順に
ついて説明します。

（注） • Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチは UDE および UDLR をサポートしません。

 • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

ここでは、UDE および UDLR の概要について説明します。

 • UDE および UDLR の概要（p.25-1）
 • UDE および UDLR の設定（p.25-3）

UDE および UDLR の概要
ここでは、UDE および UDLR の概要について説明します。

 • UDE と UDLR の概要（p.25-1）
 • サポートされるハードウェア（p.25-2）
 • UDE の概要（p.25-2）
 • UDLR の概要（p.25-3）

UDE と UDLR の概要

ルーティング プロトコルが単一方向リンクをサポートするのは、単一方向リンクが双方向リンク
をエミュレートしている場合のみです。これは、同じインターフェイス上でルーティング プロト
コルがトラフィックの送受信をするためです。

単一方向リンクが便利なのは、大容量の全二重双方向リンクで確認応答を受けずに大量の単一方
向トラフィックを送信する場合（ビデオ ブロードキャスト ストリームなど）、送信元から宛先ま
でのリンクと、宛先から送信元へほとんど確認応答を送らない「バック チャネル」と呼ばれる大
容量の逆方向リンクの両方を同じように使用するためです。
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UDE および UDLR の概要
UDE および UDLR を使用すると、バック チャネルに同程度の大容量リンクを消費せずに、大量
のトラフィックに対して大容量単一方向リンクをサポートできます。UDE は大容量の単一方向
リンクを提供します。UDLR は、標準的な容量のリンクにバック チャネルとしてトンネルを提供
します。また、UDLR は、バック チャネルが大容量単一方向リンクと同じインターフェイスにあ
るかのように透過的に見せることによって、双方向リンクのエミュレーションも行います。

サポートされるハードウェア

Catalyst 6500 シリーズ スイッチの場合、次のスイッチング モジュールのインターフェイスで 
UDE と UDLR がサポートされています。

 • WS-X6704-10GE 4 ポート 10 ギガビット イーサネット

 • WS-X6816-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

 • WS-X6516A-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

 • WS-X6516-GBIC 16 ポート ギガビット イーサネット

UDE の概要

ここでは UDE について説明します。

 • UDE の概要（p.25-2）
 • ハードウェア ベース UDE の概要（p.25-2）
 • ソフトウェア ベース UDE の概要（p.25-3）

UDE の概要

Catalyst 6500 シリーズ スイッチの場合、ハードウェアまたはソフトウェアを使用して UDE を実
装できます。ハードウェア ベース UDE およびソフトウェア ベース UDE では、双方向トラ
フィックで必要とされる 2 本のファイバケーブルの代わりに 1 本のみを使用します。

ハードウェア ベース UDE が受信専用と送信専用のどちらであるかは、双方向トランシーバが判
断します。ソフトウェア ベース UDE は、送信専用または受信専用のどちらにも設定できます。

ハードウェア ベース UDE を実装するポートに、ソフトウェア ベース UDE を設定する必要はあ
りません。

（注） ハードウェア ベース UDE およびソフトウェア ベース UDE をサポートするインターフェイスを
搭載したモジュールの一覧については、「サポートされるハードウェア」（p.25-2）を参照してく
ださい。

ハードウェア ベース UDE の概要

単一方向トランシーバを使用すると、単一方向リンクを構築できます。単一方向トランシーバ
は、双方向トランシーバより安価です。サポートされる単一方向トランシーバは次のとおりで
す。

 • 受信専用 WDM GBIC（WDM-GBIC-REC=）
 • 受信専用 XENPAK（WDM-XENPAK-REC=）
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UDE および UDLR の設定   
ソフトウェア ベース UDE の概要

双方向トランシーバを搭載したポートでトラフィックの単一方向の送受信を設定すると、単一方
向リンクを構築できます。適切な単一方向トランシーバが入手できない場合は、ソフトウェア 
ベース UDE を使用できます。たとえば、送信専用トランシーバがサポートされていない場合、
ソフトウェア ベース UDE を使用して送信専用リンクを設定する必要があります。

UDLR の概要

UDLR は、大容量の単一方向リンクのバック チャネルとして単一方向トンネルを提供し、ユニ
キャストおよびマルチキャストのトラフィック用に 1 つの双方向リンクを透過的にエミュレート
します。

UDLR は、送信の必要のあるパケットを受信専用インターフェイスで代行受信し、UDLR バック 
チャネル トンネルで送信します。ルータが UDLR バック チャネル トンネルからパケットを受信
すると、UDLR によってパケットは送信専用インターフェイスで受信されたかのように扱われま
す。

UDLR バック チャネル トンネルは、次の IPv4 機能をサポートしています。

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

 • NHRP 

 • すべての IPv4 トラフィック用の双方向リンクのエミュレーション（ブロードキャストおよび
マルチキャスト専用制御トラフィックとは逆）

 • 受信専用トンネルでの IPv4 GRE マルチポイント

（注） UDLR バック チャネル トンネルは、IPv6 または Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロ
トコル ラベル スイッチング）をサポートしていません。

UDE および UDLR の設定
ここでは、UDE および UDLR の設定手順について説明します。

 • UDE の設定（p.25-3）
 • UDLR の設定（p.25-6）

（注） この注意事項は、UDLR をサポートしているリリースに対応しています。隣接 ISIS ルータは、
UDLR トポロジを介して認識されません（CSCee56596）。

UDE の設定

ここでは、UDE の設定手順について説明します。

 • UDE 設定時の注意事項（p.25-4）
 • ハードウェア ベース UDE の設定（p.25-5）
 • ソフトウェア ベース UDE の設定（p.25-5）
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UDE および UDLR の設定
UDE 設定時の注意事項

UDE を設定する際に、以下の注意事項に従ってください。

 • UDE は Supervisor Engine 720 でサポートされます。

 • Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）では、単一リンクを備えたトポ
ロジでレイヤ 2 ループの発生を防止できません。

 • 送信専用ポートでは、Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニッ
ト）を受信できないため、必ず STP フォワーディング ステートに移行します。

 • 受信専用ポートは BPDU を送信できません。

 • 単一方向ポートは、リンクの反対側のポートとの間でネゴシエーションを必要とする次の機
能またはプロトコルをサポートしていません。

 – 速度およびデュプレックス モードの自動ネゴシエーション

 – リンク ネゴシエーション

 – IEEE 802.3Z フロー制御

 – Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル） 
通常はレイヤ 2 プロトコルで制御されるパラメータは、手動で設定する必要があります。

 • VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）サーバが VTP フレームを 
VTP ドメインにある全スイッチに送信できる場合に、単一方向リンクを含むトポロジは VTP 
のみをサポートします。

 • VTP プルーニングは情報の双方向交換によって異なるため、送信専用ポートを備えたスイッ
チで VTP プルーニングをディセーブルにします。

 • 単一方向 EtherChannel は、Port Aggregation Protocol（PAgP）または Link Aggregation Control 
Protocol（LACP）をサポートできません。単一方向 EtherChannel を作成するには、[on] モー
ドで EtherChannel を作成する必要があります。

 • ソフトウェア ベース UDE は、EtherChannel の物理ポートに設定できます。ソフトウェア 
ベース UDE は、非物理インターフェイス（ポート チャネル インターフェイスなど）には設
定できません。

 • ポートにハードウェア ベース UDE またはソフトウェア ベース UDE を実装すると、
Unidirectional Link Detection（UDLD; 単一方向リンク検出）は自動的にディセーブルになりま
す。

 • CDP は、送信専用ポートから CDP フレームを送信し、受信専用ポートで CDP フレームを受
信します。つまり、単一方向リンクの送信専用側のスイッチは CDP 情報を受信しません。

 • Switched Port Analizer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）では、単一方向ポートの設定
が送信先または宛先として制限されることはありません。

 – SPAN の宛先を送信専用ポートにすることができます。

 – SPAN の送信元を受信専用ポートにすることができます。

 • 単一方向ポートは、IEEE 802.1X ポートベースの認証をサポートしていません。

 • Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピングは、スイッチとホストとの間にマル
チキャスト トラフィックを受信する単一方向リンクがあるトポロジをサポートしていませ
ん。

 • スイッチ上の IGMP スヌーピングとマルチキャスト ルータ間の単一方向リンクでの通信をサ
ポートするように、UDLR を UDE で設定します。

 • 単一方向リンクは ARP をサポートしていません。
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UDE および UDLR の設定   
ハードウェア ベース UDE の設定

ハードウェア ベース UDE をサポートするために必要なソフトウェアの設定手順はありません。
単一方向トランシーバを取り付けて、ハードウェア ベース UDE を実装します。

ポート上でハードウェア ベース UDE を確認するには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 1/1 の設定を確認する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 1/1 status 

Port    Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Gi1/1                      notconnect   1            full   1000 WDM-RXONLY

ソフトウェア ベース UDE の設定

ポート上でソフトウェア ベース UDE を確認するには、次の作業を行います。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/1 を UDE 送信専用ポートとして設定する例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# unidirectional send-only
Router(config-if)# end

Warning!

Enable port unidirectional mode will automatically disable port udld. You must manually 
ensure that the unidirectional link does not create a spanning tree loop in the network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing on the port. You 
must manually configure static ip route and arp entry in order to route ip traffic.

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/2 を UDE 受信専用ポートとして設定する例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 1/2 
Router(config-if)# unidirectional receive-only
Router(config-if)# end

コマンド 目的

Router# show interfaces [{gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface}] status 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface} 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# unidirectional {send-only | 
receive-only} 

ソフトウェア ベース UDE を設定します。

Router(config-if)# no unidirectional ソフトウェア ベース UDE の設定を削除します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show interface {{gigabitethernet | 
tengigabitethernet} slot/interface} 
unidirectional 

設定を確認します。
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UDE および UDLR の設定
Warning!

Enable port unidirectional mode will automatically disable port udld. You must manually 
ensure that the unidirectional link does not create a spanning tree loop in the network.

Enable l3 port unidirectional mode will automatically disable ip routing on the port. You 
must manually configure static ip route and arp entry in order to route ip traffic.

次に、設定を確認する例を示します。

Router> show interface tengigabitethernet 1/1 unidirectional
  Unidirectional configuration mode: send only
  CDP neighbour unidirectional configuration mode: receive only

次に、10 ギガビット イーサネット インターフェイス 1/1 で UDE をディセーブルにする例を示し
ます。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# no unidirectional
Router(config-if)# end

次に、UDE をサポートしていないポートに対する show interface コマンドの実行結果を示しま
す。

Router# show interface fastethernet 6/1 unidirectional  
Unidirectional Ethernet is not supported on FastEthernet6/1

UDLR の設定 
ここでは、UDLR を設定する手順について説明します。

 • UDLR バック チャネル トンネル設定時の注意事項（p.25-6）
 • UDE 送信専用ポートでの受信専用トンネル インターフェイスの設定（p.25-7）
 • UDE 受信専用ポートでの送信専用トンネル インターフェイスの設定（p.25-7）

UDLR バック チャネル トンネル設定時の注意事項

UDE バック チャネル トンネルを設定する際に、以下の注意事項に従ってください。

 • Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）3 は、ハードウェアでは UDLR バック 
チャネル トンネルをサポートしていません。Route Processor（RP; ルート プロセッサ）は、
UDLR バック チャネル トンネルをソフトウェアでサポートしています。

 • 単一方向リンクに UDLR バック チャネル トンネルを設定します。

 • UDE 送信専用インターフェイスで、受信ができるように UDLR バック チャネル トンネル イ
ンターフェイスを設定します。

 • UDE 受信専用インターフェイスで、送信ができるように UDLR バック チャネル トンネル イ
ンターフェイスを設定します。

 • UDLR バック チャネル トンネル インターフェイスでは IPv4 アドレスを設定する必要があり
ます。

 • UDLR バック チャネル トンネル インターフェイスで、送信元および宛先の IPv4 アドレスを
設定する必要があります。

 • UDLR バック チャネル トンネルのデフォルト モードは GRE です。

 • UDLR バック チャネル トンネルは、IPv6 または MPLS をサポートしていません。
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UDE および UDLR の設定   
UDE 送信専用ポートでの受信専用トンネル インターフェイスの設定

UDE 送信専用ポートに受信専用トンネル インターフェイスを設定するには、次の作業を行いま
す。

UDE 受信専用ポートでの送信専用トンネル インターフェイスの設定

UDE 受信専用ポートに送信専用トンネル インターフェイスを設定するには、次の作業を行いま
す。

次に、UDE および UDLR の設定例を示します。

 • ルータ A の場合

 – OSPF および PIM が設定されています。

 – 10 ギガビット イーサネット ポート 1/1 が送信専用 UDE ポートになります。

 – UDLR バック チャネル トンネルが受信専用として設定され、10 ギガビット イーサネッ
ト ポート 1/1 に関連付けられます。

 • ルータ B の場合

 – OSPF および PIM が設定されます。

 – 10 ギガビット イーサネット ポート 1/2 が受信専用 UDE ポートになります。

 – UDLR バック チャネル トンネルが送信専用として設定され、10 ギガビット イーサネッ
ト ポート 1/2 に関連付けられます。

 – ARP および NHRP がイネーブルになります。

ルータ A の設定

ip multicast-routing

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tunnel number トンネル インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# tunnel udlr receive-only 
ude_send_only_port 

トンネルの受信専用インターフェイスを UDE 送信専用
ポートと関連付けます。

ステップ 3 Router(config-if)# ip address ipv4_address トンネル IPv4 アドレスを設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# tunnel source 
{ipv4_address | type number}

トンネルの送信元を設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# tunnel destination 
{hostname | ipv4_address}

トンネルの宛先を設定します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tunnel number トンネル インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# tunnel udlr send-only 
ude_receive_only_port 

トンネルの送信専用インターフェイスを UDE 受信専用
ポートと関連付けます。

ステップ 3 Router(config-if)# ip address ipv4_address トンネル IPv4 アドレスを設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# tunnel source 
{ipv4_address | type number}

トンネルの送信元を設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# tunnel destination 
{hostname | ipv4_address}

トンネルの宛先を設定します。

ステップ 6 Router(config-if)# tunnel udlr 
address-resolution 

ARP および NHRP をイネーブルにします。
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!
! tengigabitethernet 1/1 is send-only 
!
interface tengigabitethernet 1/1 
 unidirectional send-only
 ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
 ip pim sparse-dense-mode
!
! Configure tunnel as receive-only UDLR tunnel.
!
interface tunnel 0
 tunnel source 11.0.0.1
 tunnel destination 11.0.0.2
 tunnel udlr receive-only tengigabitethernet 1/1 
!
! Configure OSPF.
!
router ospf <pid>
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

ルータ B の設定

ip multicast-routing
!
! tengigabitethernet 1/2 is receive-only 
!
interface tengigabitethernet 1/2 
 unidirectional receive-only
 ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
 ip pim sparse-dense-mode
!
! Configure tunnel as send-only UDLR tunnel.
!
interface tunnel 0
 tunnel source 11.0.0.2
 tunnel destination 11.0.0.1
 tunnel udlr send-only tengigabitethernet 1/2
 tunnel udlr address-resolution
!
! Configure OSPF.
!
router ospf <pid>
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
25-8
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MPLS の設定

この章では、Cisco IOS Release 12.2SX で Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル 
ラベル スイッチング）を設定する手順について説明します。

（注） • MPLS は PFC3A モードではサポートされません。

 • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアル
を参照してください。

 – 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 – 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_installation_and_configuratio
n_guides_list.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • MPLS（p.26-1）
 • VPN スイッチング（p.26-9）
 • AToM（p.26-13）

MPLS
ここでは MPLS について説明します。

 • MPLS の概要（p.26-2）
 • MPLS の概要（p.26-2）
 • サポートされるハードウェア機能（p.26-4）
 • サポートされる Cisco IOS 機能（p.26-5）
 • MPLS の注意事項および制約事項（p.26-7）
 • MPLS の設定（p.26-7）
 • MPLS のラベル単位ロード バランシング（p.26-7）
 • MPLS の設定例（p.26-8）
26-1
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MPLS の概要 
MPLS はラベル スイッチングを使用して、Packet-over-SONET（POS）、フレーム リレー、
Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）、イーサネットなどのさまざまなリンクレ
ベル テクノロジーを介してパケットを転送します。ラベルはグループ化または Forwarding 
Equivalence Class（FEC）に基づいて、パケットに割り当てられます。ラベルはレイヤ 2 ヘッダー
とレイヤ 3 ヘッダーの間に追加されます。

MPLS ネットワークでは、Label Edge Router（LER; ラベル エッジ ルータ）が着信ラベルのラベル
検索を実行し、着信ラベルを発信ラベルに切り替えて、パケットを Label Switch Router（LSR; ラ
ベル スイッチ ルータ）のネクストホップに送信します。パケットに対してラベルがインポーズ
（プッシュ）されるのは、MPLS ネットワークの入力エッジ上に限ります。出力エッジでは、ラ
ベルが削除（ポップ）されます。コア ネットワーク LSR（プロバイダーまたは P ルータ）はラベ
ルを読み取り、適切なサービスを適用し、ラベルに基づいてパケットを転送します。

着信ラベルには集約または非集約の 2 つのタイプがあります。集約ラベルの場合、ネクストホッ
プおよび発信インターフェイスを検出するときに、IP 検索によって着信 MPLS パケットをスイッ
チングする必要があります。非集約ラベルの場合、パケットに IP ネクストホップ情報が格納さ
れます。

図 26-1 に、カスタマー ネットワークの 2 つのサイトを接続する、サービス プロバイダーの 
MPLS ネットワークを示します。

図 26-1 MPLS ネットワーク

MPLS の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcftagov.html

MPLS の概要

Cisco IOS Release 12.2SX は、レイヤ 3 MPLS Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベー
ト ネットワーク）およびレイヤ 2 Ethernet over MPLS（EoMPLS）をサポートし、QoS（Quality of 
Service）やセキュリティに対応しています。

Route Processor（RP; ルート プロセッサ）は、アドレス解決やルーティング プロトコルなどのレ
イヤ 3 コントロール プレーン機能を実行します。RP はルーティング プロトコルおよびラベル配
布プロトコル（Label Distribution Protocol; LDP）からの情報を処理し、IP 転送（Forwarding 
Information Base [FIB; 転送情報ベース ]）テーブルおよびラベル転送（Label Forwarding Information 
Base [LFIB]）テーブルを構築します。RP は両方のテーブルの情報を PFC3 に配布します。

PFC3 は情報を取得し、FIB および LFIB テーブルのコピーを独自に作成します。また、これらの
テーブルを組み合わせて FIB TCAM を作成します。DFC は FIB Ternary CAM（TCAM）テーブル
内で、着信 IP パケットおよびラベル付きパケットを検索します。検索結果は、特定の隣接エン
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トリへのポインタとして示されます。この隣接エントリには、ラベルのプッシュ（IP/MPLS パス
の場合）、ラベルのスワップ（MPLS/MPLS パスの場合）、ラベルのポップ（MPLS/IP パスの場
合）、カプセル化に関する適切な情報が含まれます。

図 26-2 に MPLS をサポートする各機能ブロックを示します。ルーティング プロトコルは、IP お
よび MPLS データ パケットの転送に使用する Routing Information Base（RIB）を生成します。
Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）の場合、必要なルーティ
ング情報が RIB から抽出されて、FIB に構築されます。LDP は RIB からルートを取得して、ラベ
ル スイッチ パスを介してラベルを配布し、各 LSR および LER 内に LFIB を構築します。

図 26-2 MPLS 転送、制御、データ プレーン

IP/MPLS
PFC は MPLS ネットワークの入口で IP パケットを検証し、FIB TCAM 内でルートを検索します。
検索結果は、特定の隣接エントリへのポインタとして示されます。隣接エントリには、ラベルの
プッシュ（IP/MPLS パスの場合）およびカプセル化に関する適切な情報が含まれます。PFC は、
MPLS パケットのスイッチングに必要なインポジション ラベルを含めた結果を生成します。

（注） MPLS 負荷分散が設定されている場合、隣接は負荷分散パスを指すことがあります。「基本的な 
MPLS ロード バランシング」（p.26-8）を参照してください。

MPLS/MPLS
PFC は MPLS ネットワークのコアで 上位ラベルを使用して、FIB TCAM 内で検索を実行しま
す。正常な検索結果が指す隣接は、パケット内の 上位ラベルを、ダウンストリーム LSR に
よってアドバタイズされた新しいラベルで置き換えます。ルータが直前ホップ LSR ルータ（出
力 LER の次のアップストリーム LSR）である場合、隣接は PFCBXL に 上位ラベルをポップす
るように指示します。これにより、VPN または Any Transport over MPLS（AToM）で使用するラ
ベルが残っている MPLS パケット、またはネイティブ IP パケットが作成されます。

MPLS/IP
MPLS ネットワークの出口での処理には複数の方法があります。

MPLS 

IP 
FIB LFIB

IP 
 

 
RIB

 
LIB
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ネイティブ IP パケットの場合（直前ルータがラベルをポップした場合）、PFC は FIB TCAM 内で
ルートを検索します。

MPLS VPN パケットの場合、IGP  ラベルが直前ルータでポップされたあとに、VPN ラベルが残り
ます。PFC が実行する処理は、VPN ラベル タイプによって異なります。集約ラベルを伝送する
パケットでは、集約ラベルをポップしたあとに、IP ヘッダーに基づいてさらに検索する必要があ
ります。非集約ラベルの場合、PFC は FIB TCAM 内でルートを検索し、IP ネクストホップ情報を
取得します。

IGP ラベルおよび VPN ラベルが添付されたパケットの場合、Penultimate Hop Popping（PHP）が
発生しなければ、パケットは VPN ラベルの上部で明示的 Null ラベルを伝送します。PFC は FIB 
TCAM 内で 上位ラベルを検索し、パケットを再循環させます。次に、PFC は上記段落の説明に
従い、集約ラベルであるか非集約ラベルであるかに応じて残りのラベルを処理します。

EoMPLS、MPLS、MPLS VPN の場合、明示的 Null ラベルが添付されたパケットについて、MPLS 
は同様に処理されます。

MPLS VPN 転送

VPN ラベルには、直接接続されたネットワークまたは集約ルート用の集約ラベルと、非集約ラベ
ルの 2 種類があります。集約ラベルを伝送するパケットでは、集約ラベルをポップしたあとに、
IP ヘッダーに基づいてさらに検索する必要があります。VPN 情報（VPN-IPv4 アドレス、拡張コ
ミュニティ、ラベル）は Multiprotocol Border Gateway Protocol（MBGP）によって配布されます。

再循環

PFC はパケットの再循環機能を提供する場合があります。再循環を使用すると、Access Control 
List（ACL; アクセス コントロール リスト）または QoS TCAM、NetFlow テーブル、または FIB 
TCAM テーブル内で追加検索を実行できます。再循環は次の場合に使用する必要があります。

 • 4 つ以上のラベルをインポジションにプッシュする場合

 • 3 つ以上のラベルをディスポジションにポップする場合

 • 上位の明示的 Null ラベルをポップする場合

 • VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティング / 転送）番号が 511 を超える場合

 • 出力インターフェイスの IP ACL の場合（非集約 [ プレフィクス単位 ] ラベル専用）

パケット再循環が発生するのは、特定のパケット フローに対してのみです。その他のパケット 
フローには影響しません。パケットの書き替えはモジュールで行われます。書き替えられたパ
ケットは PFC に転送されて、さらに処理されます。

サポートされるハードウェア機能

次のハードウェア機能がサポートされています。

 • ラベル処理 — 任意の個数のラベルをプッシュまたはポップできます。ただし、 適な結果を
得るために、同じ処理内でプッシュするラベル数を 大 3 つ、ポップするラベル数を 大 2 
つにしてください。

 • IP/MPLS パス — IP パケットを受信して、MPLS パスに送信できます。

 • MPLS/IP パス — ラベル付きパケットを受信して、IP パスに送信できます。

 • MPLS/MPLS パス — ラベル付きパケットを受信して、そのラベル パスに送信できます。

 • MPLS Traffic Engineering（MPLS TE） — MPLS バックボーンは、レイヤ 2 ATM およびフレー
ム リレー ネットワークのトラフィック エンジニアリング機能を反復および拡張できます。
26-4
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 • Time to Live（TTL; 存続可能時間）処理 — MPLS ネットワークの入口では、MPLS フレーム 
ヘッダーの TTL 値を、IP パケット ヘッダーの TTL フィールド、または隣接エントリのユー
ザ設定値から取得できます。MPLS ネットワークの出口では、 終 TTL はラベル TTL と IP 
TTL のいずれか小さい方の値から 1 を引いた値になります。

（注） 均一モードでは、TTL は IP TTL から取得されます。パイプ モードでは、ハードウェ
ア レジスタから取得した値 255 が発信ラベルに使用されます。

 • QoS — IP パケットから取得した Differentiated Services（DiffServ; 差別化サービス）および 
Type of Service（ToS; サービス タイプ）に関する情報を、MPLS EXP フィールドにマッピン
グできます。

 • MPLS/VPN サポート — 大 1024 の VRF をサポートできます（VRF が 511 を超える場合、再
循環する必要があります）。

 • EoMPLS — MPLS ドメインの入口でイーサネット フレームをカプセル化し、出口でカプセル
開放できます。

 • パケット再循環 — PFC にはパケット再循環機能があります。「再循環」（p.26-4）を参照して
ください。

 • MPLS スイッチング設定は、mpls ip コマンドを使用した VLAN（仮想 LAN）インターフェイ
スでサポートされます。

サポートされる Cisco IOS 機能

次の Cisco IOS ソフトウェア機能がサポートされています。

（注） CE ルータ（VRF Lite）の Multi-VRF は、VRF インターフェイス間の IPv4 転送、IPv4 
ACL、および IPv4 HSRP 機能とともにサポートされています。IPv4 マルチキャストは
サポートされていません。

 • CE ルータ（VRF Lite）の multi-VRF — VRF Lite は、サービス プロバイダーが複数の VPN を
サポートして（VRF ベース IPv4 のみを使用）、IP アドレスを重複使用できるようにするため
の機能です。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_bulletin09186a00800921d7.html

 • シスコ製ルータ上の MPLS — この機能は、LER で IP パケットのラベルをインポーズしたり
削除したり、LSR でラベルをスイッチングするための、基本的な MPLS サポートを提供しま
す。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0st/12_0st21/feature/guide/fs_rtr.html

 • MPLS TE — MPLS トラフィック エンジニアリング ソフトウェアにより、MPLS バックボーン
はレイヤ 2 ATM およびフレーム リレー ネットワークのトラフィック エンジニアリング機能
を反復および拡張できます。したがって、MPLS トラフィック処理により従来のレイヤ 2 機
能をレイヤ 3 トラフィック フローでも利用できます。詳細については、以下のマニュアルを
参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcftagc.html
http://www.cisco.com/warp/public/105/mplsteisis.html
http://www.cisco.com/warp/public/105/mpls_te_ospf.html

 • MPLS TE DiffServ 認識（DS-TE） — この機能は、MPLS TE に対する拡張を提供し、これを 
DiffServ 認識にして、保証されたトラフィックの制約に基づくルーティングを可能にします。
次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsdserv3.html
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 • MPLS TE 転送隣接 — この機能により、ネットワーク管理者はトラフィック エンジニアリン
グである Label-Switched Path（LSP）トンネルを、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムに基
づいた IGP ネットワーク内のリンクとして処理できます。Intermediate System-to-Intermediate 
System（IS-IS）を用いた転送隣接の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fstefa_3.html

 • MPLS TE Interarea トンネル — この機能により、ルータは複数の IGP 領域およびレベルにまた
がる MPLS TE トンネルを確立して、トンネルの 初と 後のルータを同じ領域におく必要が
ある制約事項を削除できます。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2s/feature/guide/fsiarea3.html

 • MPLS VPN — この機能を使用すると、Cisco IOS ネットワーク上に容易に拡張できる IPv4 レ
イヤ 3 VPN バックボーン サービスを導入することが可能です。次のマニュアルを参照してく
ださい。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0st/12_0st21/feature/guide/fs_vpn.html

 • MPLS VPN Carrier Supporting Carrier（CSC） — この機能を使用すると、MPLS VPN ベース サー
ビス プロバイダーは、バックボーン ネットワークのセグメントの使用を他のサービス プロ
バイダーに許可できます。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t8/feature/guide/ftcsc8.html

 • MPLS VPN CSC IPv4 BGP ラベル配布 — この機能を使用すると、Border Gateway Protocol
（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）がバックボーン キャリア Provider Edge（PE; プロ
バイダー エッジ）ルータとカスタマー キャリア Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）
ルータ間でルートおよび MPLS ラベルを送信できるように、ご使用の CSC ネットワークを設
定できます。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t13/feature/guide/ftcscl13.html

 • MPLS VPN Interautonomous System（InterAS）のサポート — この機能を使用すると、MPLS 
VPN をサービス プロバイダーおよび Autonomous System（AS; 自律システム）に拡張できま
す。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0s/feature/guide/fsias24.html

 • MPLS VPN InterAS IPv4 BGP ラベル配布 — この機能を使用すると、Autonomous System 
Boundary Router（ASBR; 自律システム境界ルータ）が IPv4 ルートを PE ルータの MPLS ラベ
ルと交換できるように、VPN サービス プロバイダー ネットワークを設定できます。次のマ
ニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t13/feature/guide/ftiasl13.html

 • MPLS VPN Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）のサ
ポート — この機能を使用すると、グローバル ルーティング テーブルではなく、正しい IP 
ルーティング テーブルに、HSRP 仮想 IP アドレスが追加されます。次のマニュアルを参照し
てください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t3/feature/guide/dt_hsmp.html

 • MPLS VPN の OSPF 模造リンク サポート — この機能を使用すると、模造リンクを使用して、
OSPF プロトコルが稼働する VPN クライアント サイトに接続し、MPLS VPN コンフィギュ
レーション内で OSPF リンクを共有できます。次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2t/12_2t8/feature/guide/ospfshmk.html

 • AtoM — MPLS バックボーン上でレイヤ 2 パケットを送信します。「AToM」（p.26-13）を参照
してください。
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MPLS の注意事項および制約事項

MPLS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • PFC3 は、 大 8 つの負荷分散パスをサポートできます。他のプラットフォーム用の Cisco 
IOS リリースでサポートできる負荷分散パスは、8 つのみです。

 • MTU の確認とフラグメンテーションがサポートされています。

（注） フラグメンテーションは（IP/MPLS パスの）ソフトウェアでサポートされます。『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』の mtu コマンドを参照してください。

（注） その他の制限および制約事項については、「MPLS VPN の注意事項および制約事項」（p.26-11）お
よび「EoMPLS の注意事項および制約事項」（p.26-14）を参照してください。

MPLS サポート コマンド

MPLS では以下のコマンドがサポートされます。

 • mpls ip default route 
 • mpls ip propagate-ttl 
 • mpls ip ttl-expiration pop 
 • mpls label protocol 
 • mpls label range 
 • mpls ip 
 • mpls label protocol 
 • mpls mtu 

詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

MPLS の設定

MPLS の設定手順については、次の URL にある『Multiprotocol Label Switching on Cisco Routers』
のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcftagc.html

MPLS のラベル単位ロード バランシング 
ここでは、基本的な MPLS、MLPS レイヤ 2 VPN、MPLS レイヤ 3 VPN ロード バランシングの情
報について説明します。
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基本的な MPLS ロード バランシング

ロード バランシング パスの 大数は 8 です。PFC は、明示的に設定されていない場合でも MPLS 
ラベルの付けられたパケットを転送します。パケットに添付されたラベルが 3 つ以下で、基礎と
なるパケットが IPv4 の場合、PFC は送信元および宛先 IPv4 アドレスを使用します。基礎となる
パケットが IPv4 でなかったり、4 つ以上のラベルが存在する場合、PFC は 5 番めまたは 下位ラ
ベルまでを解析して、ハッシュに使用します。

MPLS レイヤ 2 VPN ロード バランシング

カスタマー イーサネット フレームの Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アド
レスの 初のニブルが 4 以外の場合、ロード バランシングは MPLS コアの VC ラベルに基づきま
す。

（注） レイヤ 2 VPN の場合、入力 PE ではロード バランシングはサポートされません。

MPLS レイヤ 3 VPN ロード バランシング

MPLS レイヤ 3 VPN ロード バランシングは、基本的な MPLS ロード バランシングと類似してい
ます。詳細については、「基本的な MPLS ロード バランシング」（p.26-8）を参照してください。

MPLS の設定例

次に、MPLS の基本設定の例を示します。

*****
Basic MPLS
*****

IP ingress interface:

Router# mpls label protocol ldp

interface GigabitEthernet6/2
 ip address 75.0.77.1 255.255.255.0
 media-type rj45
 speed 1000
end

Label egress interface:

interface GigabitEthernet7/15
 mtu 9216
 ip address 75.0.67.2 255.255.255.0
 logging event link-status
 mpls ip

Router# show ip route 188.0.0.0
Routing entry for 188.0.0.0/24, 1 known subnets

O IA    188.0.0.0 [110/1] via 75.0.77.2, 00:00:10, GigabitEthernet6/2

Router# show ip routing 88.0.0.0 
Routing entry for 88.0.0.0/24, 1 known subnets
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VPN スイッチング 
O E2    88.0.0.0 [110/0] via 75.0.67.1, 00:00:24, GigabitEthernet7/15
                 [110/0] via 75.0.21.2, 00:00:24, GigabitEthernet7/16
Router# show mpls forwarding-table 88.0.0.0
Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop    
tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface              
30     50          88.0.0.0/24       0          Gi7/15     75.0.67.1    
       50          88.0.0.0/24       0          Gi7/16     75.0.21.2    

Router# show mls cef 88.0.0.0 detail 

Codes: M - mask entry, V - value entry, A - adjacency index, P - priority bit
       D - full don't switch, m - load balancing modnumber, B - BGP Bucket sel
       V0 - Vlan 0,C0 - don't comp bit 0,V1 - Vlan 1,C1 - don't comp bit 1
       RVTEN - RPF Vlan table enable, RVTSEL - RPF Vlan table select
Format: IPV4_DA - (8 | xtag vpn pi cr recirc tos prefix)
Format: IPV4_SA - (9 | xtag vpn pi cr recirc prefix)
M(3223   ): E | 1 FFF  0 0 0 0   255.255.255.0
V(3223   ): 8 | 1 0    0 0 0 0   88.0.0.0           (A:344105 ,P:1,D:0,m:1 ,B:0 )
M(3223   ): E | 1 FFF  0 0 0 255.255.255.0
V(3223   ): 9 | 1 0    0 0 0 88.0.0.0 (V0:0    ,C0:0 ,V1:0    ,C1:0 ,RVTEN:0 ,RVTSEL:0  )
Router# show mls cef adj ent 344105

Index: 344105  smac: 0005.9a39.a480, dmac: 000a.8ad8.2340
               mtu: 9234, vlan: 1031, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               packets: 109478260, bytes: 7006608640

Router# show mls cef adj ent 344105 de

Index: 344105  smac: 0005.9a39.a480, dmac: 000a.8ad8.2340
               mtu: 9234, vlan: 1031, dindex: 0x0, l3rw_vld: 1
               format: MPLS, flags: 0x1000008418 
               label0: 0, exp: 0, ovr: 0
               label1: 0, exp: 0, ovr: 0
               label2: 50, exp: 0, ovr: 0
               op: PUSH_LABEL2
               packets: 112344419, bytes: 7190042816

VPN スイッチング
ここでは、VPN スイッチングについて説明します。

 • VPN スイッチングの動作（p.26-9）
 • MPLS VPN の注意事項および制約事項（p.26-11）
 • MPLS VPN サポート コマンド（p.26-11）
 • MPLS VPN の設定例（p.26-11）

VPN スイッチングの動作

MPLS の IP VPN 機能により Cisco IOS ネットワークは、拡張が容易な IP レイヤ 3 VPN バックボー
ン サービスを共有インフラストラクチャに配置された複数のサイトに展開し、同時にプライベー
ト ネットワークと同じアクセスまたはセキュリティを提供できます。MPLS テクノロジーに基づ
いた VPN には、ルーティングの隔離、セキュリティの向上、ルーティングの簡素化、スケーラ
ビリティの向上という利点があります。
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VPN スイッチング
MPLS VPN の概要および詳細な設定については、次の URL にある Cisco IOS ソフトウェア マニュ
アルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcftagov_ps1835_TSD_Products_C
onfiguration_Guide_Chapter.html

図 26-3 に、一般的な MPLS VPN ネットワーク トポロジを示します。

図 26-3 VPN およびサービス プロバイダー バックボーン

PFC は、入力 PE でパケット ヘッダーに基づいて転送を判断します。PFC には、VLAN を VPN に
マッピングするテーブルが含まれます。スイッチ アーキテクチャでは、システム内のすべての物
理入力インターフェイスが特定の VPN に対応付けられます。PFC は CEF テーブル内で IP 宛先ア
ドレスを検索しますが、対象となるのは特定の VPN 内のプレフィクスのみです（テーブル エン
トリは特定の隣接セットを指します。複数のパラレル パスが存在する場合は、ロード バランシ
ング判断によって特定の隣接が選択されます）。

テーブル エントリには、パケットに必要なレイヤ 2 ヘッダー情報、およびフレームにプッシュさ
れる特定の MPLS ラベルが含まれます。パケット書き替え用のこの情報は、入力ライン カードに
送信されて書き替えが行われ、出力ライン インターフェイスに転送されます。

VPN トラフィックはプレフィクス単位のラベルまたは集約ラベルに基づいて、PE からの出口で
処理されます。プレフィクス単位のラベルが使用される場合、各 VPN プレフィクスには一意の
ラベルが対応付けられます。これにより、PE は FIB 内のラベル検索に基づいて、パケットを
終宛先に転送できます。

（注） PFC が割り当てるのは、VRF ごとに 1 つの集約ラベルのみです。

出力 PE のディスポジションに集約ラベルが使用される場合、複数のインターフェイスの多数の
プレフィクスをこのラベルに対応付けることができます。この場合、PFC は IP 検索を実行して

終的な宛先を判別する必要があります。IP 検索では再循環を必要とする場合があります。
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VPN スイッチング 
MPLS VPN の注意事項および制約事項

MPLS VPN を設定する場合、VPN 数が 511 を超えると VPN が再循環されることに注意してくだ
さい。

MPLS VPN サポート コマンド

MPLS VPN では以下のコマンドがサポートされます。

 • address-family 
 • exit-address-family 
 • import map 
 • ip route vrf 
 • ip route forwarding 
 • ip vrf 
 • neighbor activate 
 • rd 
 • route-target 

詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

MPLS VPN の設定

MPLS VPN の設定手順については、次の URL にある『MPLS Virtual Private Networks』フィーチャ 
モジュールを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/switch/configuration/guide/xcftagc_ps1835_TSD_Products_Co
nfiguration_Guide_Chapter.html#Configuring_MPLS_Virtual_Private_Networks

（注） 別の MPLS 装置とのレイヤ 2 ポート ピアリングを使用する MPLS アップリンクとしてレイヤ 3 
VLAN インターフェイスを使用した場合、VRF インターフェイスとして別のレイヤ 3 VLAN を使
用できます。

MPLS VPN の設定例 
次に、LAN および FlexWAN CE 方向のインターフェイスの設定例を示します。Cisco IOS Release 
12.2SX での MPLS スイッチングの設定は、他のリリースの設定とまったく同じです。

!ip vrf blues
 rd 100:10
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
!
mpls label protocol ldp
mpls ldp logging neighbor-changes
mls mpls tunnel-recir
!
interface Loopback0
 ip address 10.4.4.4 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet4/2
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 description Catalyst link to P2 
 no ip address
 mls qos trust dscp
!
interface GigabitEthernet4/2.42
 encapsulation dot1Q 42
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
 tag-switching ip
!         
interface GigabitEthernet7/3
 description Catalyst link to CE2
 no ip address
 mls qos trust dscp
!
interface GigabitEthernet7/3.73
 encapsulation dot1Q 73
 ip vrf forwarding blues
 ip address 10.19.7.1 255.255.255.0
!
interface POS8/1 
 description OSM link to CE3
 ip vrf forwarding blues
 ip address 10.19.8.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 mls qos trust dscp
 pos scramble-atm
 pos flag c2 22
!
interface POS9/0/0 
 description FlexWAN link to CE1
 ip vrf forwarding blues
 ip address 10.19.9.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 pos scramble-atm
 pos flag c2 22
!
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 10.4.4.4 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.0.0 0.0.255.255 area 0
!
router ospf 65000 vrf blues
 log-adjacency-changes
 redistribute bgp 100 subnets
 network 10.19.0.0 0.0.255.255 area 0
!
router bgp 100
 no synchronization
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 10.3.3.3 remote-as 100
 neighbor 10.3.3.3 description MP-BGP to PE1
 neighbor 10.3.3.3 update-source Loopback0
 no auto-summary
 !
 address-family vpnv4
 neighbor 10.3.3.3 activate
 neighbor 10.3.3.3 send-community extended
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf blues
 redistribute connected
 redistribute ospf 65000 match internal external 1 external 2
 no auto-summary
 no synchronization
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 exit-address-family
!

AToM
AtoM は、MPLS バックボーン上でレイヤ 2 パケットを送信します。AToM はエッジ ルータの間
で転送された LDP セッションを使用して、接続の設定およびメンテナンスを行います。2 つのレ
ベルのラベルを使用して、エッジ ルータ間でスイッチングを行うと、転送が発生します。外部ラ
ベル（トンネル ラベル）は、MPLS バックボーンを介して入力 PE から出力 PE にパケットをルー
ティングします。VC ラベルは、トンネル エンドポイント（出力 PE の特定の出力インターフェ
イスおよびイーサネット フレームの VLAN ID）で接続を判別する Demux ラベルです。

AToM は、Cisco IOS Release 12.2SX で次の類似したトランスポート タイプをサポートします。

 • EoMPLS（VLAN モードおよびポート モード）

 • DLCI 間接続による Frame Relay over MPLS（FRoMPLS）
 • ATM AAL5 over MPLS
 • ATM Cell Relay over MPLS 

（注） その他の AToM タイプが今後のリリースに組み込まれる予定です。

Cisco IOS Release 12.2SX では、PFC で高速化される EoMPLS だけでなく FlexWAN2 ベースの 
EoMPLS もサポートされます。詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/install_config/12.2SX_OSM_config/mpls.html#Ethernet_o
ver_MPLS

その他の AToM 実装（ATM AAL5 over MPLS、ATM Cell Relay over MPLS、Frame Relay over 
MPLS）については、以下のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/install_config/12.2SX_OSM_config/mpls.html#Any_Trans
port_over_MPLS

ここでは AToM について説明します。

 • AToM ロード バランシング（p.26-13）
 • EoMPLS の概要（p.26-13）
 • EoMPLS の注意事項および制約事項（p.26-14）
 • EoMPLS の設定（p.26-15）
 • LAN カードでの MUX-UNI サポートの設定（p.26-22）

AToM ロード バランシング

Cisco IOS Release 12.2SX の EoMPLS の場合、トンネル入口ではロード バランシングは行われませ
ん。複数の IGP パスを使用できる場合でも、IGP パスは 1 つのみ選択されますが、MPLS コアで
はロード バランシングを使用できます。

EoMPLS の概要

EoMPLS は AToM トランスポート タイプの 1 つです。AToM はエッジ ルータの間で転送された 
LDP セッションを使用して、MPLS バックボーンを介してレイヤ 2 パケットを転送し、接続を設
定およびメンテナンスします。2 つのレベルのラベルを使用して、エッジ ルータ間でスイッチン
グを行うと、転送が発生します。外部ラベル（トンネル ラベル）は、MPLS バックボーンを介し
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て入力 PE から出力 PE にパケットをルーティングします。VC ラベルは、トンネル エンドポイン
ト（出力 PE の特定の出力インターフェイスおよびイーサネット フレームの VLAN ID）で接続を
判別する Demux ラベルです。

EoMPLS は MPLS パケットに Ethernet PDU をカプセル化し、MPLS ネットワーク上で転送するこ
とにより機能します。各 PDU は単一パケットとして送信されます。

（注） 同じ VLAN 上でローカルなレイヤ 2 スイッチングおよび EoMPLS を実行する場合は、FlexWAN 
ベースの EoMPLS を使用してください。SVI に EoMPLS を設定する必要があります。コア方向の
カードは FlexWAN モジュールを使用する必要があります。ローカルなレイヤ 2 スイッチングが
不要な場合、サブインターフェイスまたは物理インターフェイスに設定された PFC ベースの 
EoMPLS を使用してください。

EoMPLS の注意事項および制約事項

EoMPLS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 受信された 大のレイヤ 2 VLAN を伝送できるように、エンドポイント間のすべての中間リ
ンクの maximum transmission unit（MTU; 大伝送ユニット）を設定する必要があります。

 • EoMPLS は、IEEE 802.1Q 標準に準拠する VLAN パケットをサポートします。802.1Q 仕様は、
イーサネット フレームに VLAN メンバシップ情報を挿入する標準方式を確立します。

 • QoS がグローバルにディセーブルになっている場合、802.1p および IP precedence ビットは両
方とも保護されます。QoS がレイヤ 2 ポートでイネーブルになっている場合、802.1Q P ビッ
トまたは IP precedence ビットのいずれかを、信頼できる設定を使用して保護できます。ただ
し、デフォルトでは、保護されていないビットは保護されたビットの値によって上書きされ
ます。たとえば、P ビットが保護されている場合、IP precedence ビットは P ビットの値で上
書きされます。Cisco IOS Release 12.2SX では、IP precedence ビットを保護しながら、P ビット
を信頼できるようにする新しいコマンドが提供されています。IP precedence ビットを保護す
るには、no mls qos rewrite ip dscp コマンドを使用します。

（注） no mls qos rewrite ip dscp コマンドは、MPLS および MPLS VPN 機能と互換性がありませ
ん。第 36 章「PFC QoS の設定」 を参照してください。

（注） 同じシステム内で PFC ベースの EoMPLS サービスおよび PXF ベースの EoMPLS サービス
を使用する場合は、no mls qos rewrite ip dscp コマンドを使用しないでください。

 • プライベート VLAN では、EoMPLS はサポートされません。

 • EoMPLS でトランクを使用する場合は、次の制約事項が適用されます。

 – EoMPLS クラウドでイーサネット スパニング ツリー Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブ
リッジ プロトコル データ ユニット）をサポートするには、MPLS VLAN 上のイーサネッ
トのスパニング ツリーをディセーブルにする必要があります。これにより、EoMPLS 
VLAN のカスタマー スイッチへの伝送経路がトランクに限定されます。このようにしな
いと、BPDU は EoMPLS クラウドに転送されません。

 – トランクのネイティブ VLAN を EoMPLS VLAN として設定しないでください。

 • Cisco IOS Release 12.2SX では、すべてのプロトコル（CDP、VTP、BPDU など）は無条件に 
MPLS クラウドでトンネリングされます。

 • EoMPLS パケットを受信するインターフェイスでは、Inter Switch Link（ISL; スイッチ間リン
ク）カプセル化はサポートされません。
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 • インターフェイス間では一意の VLAN が必要です。異なるインターフェイスで同じ VLAN を
使用することはできません。

 • PE 間の LSP を確保するには、ルーティング テーブルおよび CEF テーブル内の EoMPLS トン
ネル宛先ルートが /32 アドレス（マスクが 255.255.255.255 であるホスト アドレス）でなけれ
ばなりません。

 • 特定の EoMPLS 接続では、入力 PE の入力 EoMPLS インターフェイスおよび出力 PE の出力 
EoMPLS インターフェイスを、dot1Q カプセル化が設定されたサブインターフェイスにする
必要があります。このようにしないと、どちらもサブインターフェイスになりません。

 • MPLS ネットワークに接続された発信インターフェイスがレイヤ 2 カードのポートである場
合、802.1Q-in-802 over EoMPLS がサポートされます。

 • MPLS ネットワークに接続された出力インターフェイスがレイヤ 2 LAN ポート（PFC ベース 
EoMPLS と呼ばれるモード）である場合、EoMPLS トラフィックのシェーピングはサポート
されません。

 • PFC に基づいた EoMPLS では、宛先 MAC アドレスがローカルまたはリモート セグメント上
にあるかどうかを判別するためのレイヤ 2 検索を実行しません。また、レイヤ 2 アドレス学
習も実行しません（従来の LAN ブリッジングが実行します）。この機能（ローカル スイッチ
ング）を使用できるのは、FlexWAN モジュールをアップリンクとして使用している場合のみ
です。

 • AToM の旧リリースでは、AToM 回路を設定するのに使用するコマンドは mpls l2 transport 
route でした。このコマンドは、xconnect コマンドで置き換えられています。xconnect コマン
ドを使用して EoMPLS 回路を設定できます。

 • AToM 制御ワードはサポートされていません。

 • EoMPLS は、レイヤ 3 VLAN インターフェイスではサポートされません。

 • ポイントツーポイント EoMPLS は、物理インターフェイスおよびサブインターフェイスと連
動します。

EoMPLS の設定

ここでは、EoMPLS の設定手順について説明します。

 • 前提条件（p.26-15）
 • VLAN ベース EoMPLS の設定（p.26-16）
 • ポートベース EoMPLS の設定（p.26-19）

前提条件

EoMPLS を設定する前に、ネットワークが次のように設定されていることを確認してください。

 • PE ルータが IP 経由で相互に到達できるように、コアに IP ルーティングを設定します。

 • PE ルータ間で LSP が存在するように、コアに MPLS を設定します。

EoMPLS は MPLS パケットに Ethernet PDU をカプセル化し、MPLS ネットワーク上で転送するこ
とにより機能します。各 PDU は単一パケットとして送信されます。Cisco IOS Release 12.2SX で 
EoMPLS を設定する場合、次の 2 つの方法を使用できます。

 • VLAN モード — MPLS ネットワーク上の単一 VC を介して、送信元 802.1Q VLAN から宛先 
802.1Q VLAN にイーサネット トラフィックをトランスポートします。VLAN モードは、デ
フォルトとして VC タイプ 5（dot1q タグなし）を使用します。リモート PE サブインター
フェイス（VLAN）ベースの EoMPLS に対して VC タイプ 5 をサポートしない場合は、VC タ
イプ 4（トランスポート dot1 タグ）を使用します。

 • ポート モード — ポートのすべてのトラフィックが MPLS ネットワーク上の単一 VC を共有で
きるようにします。ポート モードは VC タイプ 5 を使用します。
26-15
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 26 章      MPLS の設定         
AToM
（注） • VLAN モードおよびポート モードのどちらの場合も、ループバック ポートを使用しないかぎ
り、Cisco IOS Release 12.2SX での EoMPLS はインターフェイス間におけるパケットのローカ
ル スイッチングを許可しません。

 • システムでは、FlexWAN 設定および PFC 設定を同時にイネーブルにできます。シスコはこ
の設定をサポートしますが、推奨しません。MPLS コアへのアップリンクが FlexWAN イン
ターフェイスを経由しない場合、FlexWAN ベースの EoMPLS 接続はアクティブになりませ
ん。このため、非 WAN インターフェイスに着信する FlexWAN ベースの EoMPLS に対応する
パケットはドロップされます。FlexWAN EoMPLS の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/install_config/12.2SX_OSM_config/mpls.html#Ethern
et_over_MPLS

Cisco IOS Release 12.2SX では、LAN ポートは FlexWAN モジュールを使用しなくても、レイヤ 2 
トラフィックを受信し、ラベルをインポーズし、フレームを MPLS コアにスイッチングできま
す。

Cisco IOS Release 12.2SX では、FlexWAN モジュールを MPLS ネットワークのコア方向に設定で
き、FlexWAN 設定または PFC 設定のいずれかを使用できます。詳細については、以下のマニュ
アルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/install_config/12.2SX_OSM_config/mpls.html#Ethernet_o
ver_MPLS

VLAN ベース EoMPLS の設定 
VLAN ベース EoMPLS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • AToM 制御ワードはサポートされていません。

 • ハードウェアレベルの CRC エラー、フレーミング エラー、ラント パケットを含むイーサ
ネット パケットは、入力時に廃棄されます。

 • サブインターフェイスに VLAN ベース EoMPLS を設定する必要があります。

VLAN ベース EoMPLS を設定する場合、PE ルータで次の作業を行ってください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
gigabitethernetslot/interface.subinterface 

ギガビット イーサネット サブインターフェイス
を指定します。隣接 CE ルータのサブインター
フェイスがこの PE ルータと同じ VLAN 上にある
ことを確認します。

ステップ 3 Router(config-if)# encapsulation dot1q vlan_id サブインターフェイスでの 802.1Q VLAN パケッ
トの受信をイネーブルにします。

EoMPLS が稼働している CE ルータと PE ルータ間
のサブインターフェイスは、同じサブネット内に
存在する必要があります。その他のすべてのサブ
インターフェイスおよびバックボーン ルータは、
同じサブネット内に存在する必要はありません。

ステップ 4 Router(config-if)# xconnect peer_router_id vcid 
encapsulation mpls 

接続回路を疑似接続 VC にバインドします。この
コマンドの構文は、その他のレイヤ 2 トランス
ポートの場合と同じです。
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次に、VLAN ベース EoMPLS の設定例を示します。

!
interface GigabitEthernet6/4
xconnect 13.13.13.13 4 encapsulation mpls
no shut
!
interface GigabitEthernet7/4.2
encapsulation dot1Q 3
xconnect 13.13.13.13 3 encapsulation mpls
no shut

（注） IP アドレスは CE 装置のサブインターフェイス上で設定されます。

設定の確認

MPLS トンネルを介したレイヤ 2 VLAN トランスポートの設定を確認および表示するには、次の
作業を行います。

 • VLAN ごとの VLAN 名、ステータス、ポートを 1 行で表示するには、show vlan brief コマン
ドを使用します。

Router# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------
1    default                          active    
2    VLAN0002                         active    
3    VLAN0003                         active    
1002 fddi-default                     act/unsup 
1003 token-ring-default               act/unsup 
1004 fddinet-default                  act/unsup 
1005 trnet-default                    act/unsup 

 • PE ルータ エンドポイントが相互に検出されたことを確認するには、show mpls ldp discovery 
コマンドを使用します。PE ルータが別の PE ルータから LDP Hello メッセージを受信した場
合、そのルータおよび指定されたラベル スペースは「検出された」とみなされます。

Router# show mpls ldp discovery
 Local LDP Identifier:
    13.13.13.13:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
        GE-WAN3/3 (ldp):xmit/recv
            LDP Id: 12.12.12.12:0
    Targeted Hellos:
        13.13.13.13 -> 11.11.11.11 (ldp):active/passive, xmit/recv
            LDP Id: 11.11.11.11:0

 • ラベル配布セッションが確立されたことを確認するには、show mpls ldp neighbor  コマンドを
使用します。出力の 3 行めは、LDP セッションのステートが動作可能であり、メッセージが
送受信中であることを示します。

Router# show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident:12.12.12.12:0; Local LDP Ident 13.13.13.13:0
        TCP connection: 12.12.12.12.646 - 13.13.13.13.11010
        State:Oper; Msgs sent/rcvd:1649/1640; Downstream
        Up time: 23:42:45
        LDP discovery sources:
          GE-WAN3/3, Src IP addr: 34.0.0.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          23.2.1.14       37.0.0.2        12.12.12.12     34.0.0.2        
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          99.0.0.1        
    Peer LDP Ident:11.11.11.11:0; Local LDP Ident 13.13.13.13:0
        TCP connection: 11.11.11.11.646 - 13.13.13.13.11013
        State:Oper; Msgs sent/rcvd:1650/1653; Downstream
        Up time: 23:42:29
        LDP discovery sources:
          Targeted Hello 13.13.13.13 -> 11.11.11.11, active, passive
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          11.11.11.11     37.0.0.1        23.2.1.13 

 • ラベル転送テーブルが正しく構築されたことを確認するには、show mpls forwarding-table コ
マンドを入力して、リモート PE のラベルが学習されたこと、およびこのラベルが正しいイ
ンターフェイスから正しいネクストホップに送信されていることを確認します。

Router# show mpls forwarding-table
Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop    
tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface              
16     Untagged    223.255.254.254/32   \
                                     0          Gi2/1      23.2.0.1     
20     Untagged    l2ckt(2)          133093     Vl2        point2point  
21     Untagged    l2ckt(3)          185497     Vl3        point2point  
24     Pop tag     37.0.0.0/8        0          GE3/3      34.0.0.2     
25     17          11.11.11.11/32    0          GE3/3      34.0.0.2     
26     Pop tag     12.12.12.12/32    0          GE3/3      34.0.0.2     
Router#

出力では次のデータが表示されます。

 – Local tag — このルータによって割り当てられたラベル

 – Outgoing tag or VC — ネクストホップによって割り当てられたラベル 
 – Prefix or Tunnel ID — このラベルが添付されたパケットの送信先アドレスまたはトンネル

 – Bytes tag switched — この着信ラベルによってスイッチングされるバイト数

 – Outgoing interface — このラベルが添付されたパケットが送信されるインターフェイス

 – Next Hop — 発信ラベルに割り当てられたネイバーの IP アドレス

 • 現在ルーティングされている VC のステートを表示するには、show mpls l2transport vc コマ
ンドを入力します。

Router# show mpls l2transport vc

Local intf     Local circuit        Dest address    VC ID      Status    
-------------  -------------------- --------------- ---------- ----------
Vl2            Eth VLAN 2           11.11.11.11     2          UP        
Vl3            Eth VLAN 3           11.11.11.11     3          UP 

各 VC の詳細情報を表示するには、detail キーワードを追加します。

Router# show mpls l2transport vc detail
Local interface:Vl2 up, line protocol up, Eth VLAN 2 up
  Destination address:11.11.11.11, VC ID:2, VC status:up
    Tunnel label:17, next hop 34.0.0.2
    Output interface:GE3/3, imposed label stack {17 18}
  Create time:01:24:44, last status change time: 00:10:55
  Signaling protocol:LDP, peer 11.11.11.11:0 up
    MPLS VC labels:local 20, remote 18
    Group ID:local 71, remote 89
    MTU:local 1500, remote 1500
    Remote interface description: 
  Sequencing:receive disabled, send disabled
  VC statistics:
    packet totals:receive 1009, send 1019
    byte totals:receive 133093, send 138089
    packet drops:receive 0, send 0
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Local interface:Vl3 up, line protocol up, Eth VLAN 3 up
  Destination address:11.11.11.11, VC ID:3, VC status:up
    Tunnel label:17, next hop 34.0.0.2
    Output interface:GE3/3, imposed label stack {17 19}
  Create time:01:24:38, last status change time: 00:10:55
  Signaling protocol:LDP, peer 11.11.11.11:0 up
    MPLS VC labels:local 21, remote 19
    Group ID:local 72, remote 90
    MTU:local 1500, remote 1500
    Remote interface description: 
  Sequencing:receive disabled, send disabled
  VC statistics:
    packet totals:receive 1406, send 1414
    byte totals:receive 185497, send 191917
    packet drops:receive 0, send 0

ポートベース EoMPLS の設定 
Cisco IOS Release 12.2SX でポートベース EoMPLS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に
従ってください。

 • AToM 制御ワードはサポートされていません。

 • ハードウェアレベルの CRC エラー、フレーミング エラー、ラント パケットを含むイーサ
ネット パケットは、入力時に廃棄されます。

 • ポートベース EoMPLS および VLAN ベース EoMPLS は相互に排他的な関係です。メイン イ
ンターフェイスでポートツーポート トランスポートをイネーブルにした場合、サブインター
フェイスでのコマンドも入力できません。

Cisco IOS Release 12.2SX で EoMPLS による 802.1Q-in-802.1Q トラフィックおよびイーサネット ト
ラフィックをサポートするには、次の作業を行って、ポートベースの EoMPLS を設定します。

次に、ポートベースの基本設定の例を示します。

!
EoMPLS:

router# show mpls l2transport vc 

Local intf     Local circuit        Dest address    VC ID      Status    
-------------  -------------------- --------------- ---------- ----------
Fa8/48         Ethernet             75.0.78.1       1          UP        
Gi7/11.2000    Eth VLAN 2000        75.0.78.1       2000       UP        

Port-Based EoMPLS Config:

router# show run interface f8/48
Building configuration...

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config)# interface 
gigabitethernetslot/interface 

ギガビット イーサネット インターフェイスを指定します。
隣接 CE ルータのインターフェイスがこの PE ルータと同
じ VLAN 上にあることを確認します。

ステップ 3 Router(config-if)# xconnect 
peer_router_id vcid encapsulation mpls 

接続回路を疑似接続 VC にバインドします。このコマンド
の構文は、その他のレイヤ 2 トランスポートの場合と同じ
です。
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Current configuration : 86 bytes
!
interface FastEthernet8/48
 no ip address
 xconnect 75.0.78.1 1 encapsulation mpls
end

Sub-Interface Based Mode:
router# show run interface g7/11
Building configuration...

Current configuration : 118 bytes
!
interface GigabitEthernet7/11
 description Traffic-Generator
 no ip address
 logging event link-status
 speed nonegotiate
end

router# show run int g7/11.2000
Building configuration...

Current configuration : 112 bytes
!
interface GigabitEthernet7/11.2000
 encapsulation dot1Q 2000
 xconnect 75.0.78.1 2000 encapsulation mpls
end

kb7606# show mpls l2transport vc 1 detail 
Local interface: Gi7/47 up, line protocol up, Ethernet up
  Destination address: 75.0.80.1, VC ID: 1, VC status: up
    Tunnel label: 5704, next hop 75.0.83.1
    Output interface: Te8/3, imposed label stack {5704 10038}
  Create time: 00:30:33, last status change time: 00:00:43
  Signaling protocol: LDP, peer 75.0.80.1:0 up
    MPLS VC labels: local 10579, remote 10038
    Group ID: local 155, remote 116
    MTU: local 1500, remote 1500
    Remote interface description: 
  Sequencing: receive disabled, send disabled
  VC statistics:
    packet totals: receive 26, send 0
    byte totals:   receive 13546, send 0
    packet drops:  receive 0, send 0

VC タイプを取得するには、次のコマンドを使用します。

kb7606# remote command switch show mpls l2transport vc 1 de

Local interface: GigabitEthernet7/47, Ethernet
  Destination address: 75.0.80.1, VC ID: 1
  VC status: receive UP, send DOWN
  VC type: receive 5, send 5
    Tunnel label: not ready, destination not in LFIB
    Output interface: unknown, imposed label stack {}
    MPLS VC label: local 10579, remote 10038
  Linecard VC statistics:
    packet totals:  receive: 0  send: 0
    byte totals:  receive: 0  send: 0
    packet drops:  receive: 0  send: 0
  Control flags:
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    receive 1,  send: 31
!

設定の確認

MPLS トンネルを介したレイヤ 2 VLAN トランスポートの設定を確認および表示するには、次の
作業を行います。

 • VLAN ごとの VLAN 名、ステータス、ポートを 1 行で表示するには、show vlan brief コマン
ドを使用します。

Router# show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    
2    VLAN0002                         active    Gi1/4
1002 fddi-default                     act/unsup 
1003 token-ring-default               act/unsup 
1004 fddinet-default                  act/unsup 
1005 trnet-default                    act/unsup 

 • PE ルータ エンドポイントが相互に検出されたことを確認するには、show mpls ldp discovery 
コマンドを使用します。PE ルータが別の PE ルータから LDP Hello メッセージを受信した場
合、そのルータおよび指定されたラベル スペースは「検出された」とみなされます。

Router# show mpls ldp discovery
 Local LDP Identifier:
    13.13.13.13:0
    Discovery Sources:
    Interfaces:
        GE-WAN3/3 (ldp):xmit/recv
            LDP Id: 12.12.12.12:0
    Targeted Hellos:
        13.13.13.13 -> 11.11.11.11 (ldp):active/passive, xmit/recv
            LDP Id: 11.11.11.11:0

 • ラベル配布セッションが確立されたことを確認するには、show mpls ldp neighbor コマンドを
使用します。出力の 3 行めは、LDP セッションのステートが動作可能であり、メッセージが
送受信中であることを示します。

Router# show mpls ldp neighbor
    Peer LDP Ident:12.12.12.12:0; Local LDP Ident 13.13.13.13:0
        TCP connection: 12.12.12.12.646 - 13.13.13.13.11010
        State:Oper; Msgs sent/rcvd:1715/1706; Downstream
        Up time:1d00h
        LDP discovery sources:
          GE-WAN3/3, Src IP addr: 34.0.0.2
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          23.2.1.14       37.0.0.2        12.12.12.12     34.0.0.2        
          99.0.0.1        
    Peer LDP Ident:11.11.11.11:0; Local LDP Ident 13.13.13.13:0
        TCP connection: 11.11.11.11.646 - 13.13.13.13.11013
        State:Oper; Msgs sent/rcvd:1724/1730; Downstream
        Up time:1d00h
        LDP discovery sources:
          Targeted Hello 13.13.13.13 -> 11.11.11.11, active, passive
        Addresses bound to peer LDP Ident:
          11.11.11.11     37.0.0.1        23.2.1.13 

 • ラベル転送テーブルが正しく構築されたかを確認するには、show mpls forwarding-table コマ
ンドを入力します。

Router# show mpls forwarding-table
Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop    
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tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface              
16     Untagged    223.255.254.254/32   \
                                     0          Gi2/1      23.2.0.1     
20     Untagged    l2ckt(2)          55146580     Vl2        point2point  
24     Pop tag     37.0.0.0/8        0          GE3/3      34.0.0.2     
25     17          11.11.11.11/32    0          GE3/3      34.0.0.2     
26     Pop tag     12.12.12.12/32    0          GE3/3      34.0.0.2 

 • 出力では次のデータが表示されます。

 – Local tag — このルータによって割り当てられたラベル

 – Outgoing tag or VC — ネクストホップによって割り当てられたラベル 
 – Prefix or Tunnel ID — このラベルが添付されたパケットの送信先アドレスまたはトンネル

 – Bytes tag switched — この着信ラベルによってスイッチングされるバイト数

 – Outgoing interface — このラベルが添付されたパケットが送信されるインターフェイス

 – Next Hop — 発信ラベルに割り当てられたネイバーの IP アドレス

 • 現在ルーティングされている VC のステートを表示するには、show mpls l2transport vc コマ
ンドを入力します。

Router# show mpls l2transport vc

Local intf     Local circuit        Dest address    VC ID      Status    
-------------  -------------------- --------------- ---------- ----------
Vl2            Eth VLAN 2           11.11.11.11     2          UP        

LAN カードでの MUX-UNI サポートの設定

User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）は、CE 機器と入力 PE の接
続ポイントで、接続 VLAN は UNI ポートの VLAN です。

LAN カードの MUX-UNI サポート機能では、接続 VLAN の物理ポートを分割して、単一の UNI 
で複数のレイヤ 2 およびレイヤ 3 サービスを提供できます。

LAN カードの MUX-UNI サポートを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってくださ
い。

 • メイン インターフェイスでのカプセル化は、ISL ではなく dot1Q にする必要があります。

 • メイン インターフェイスで dot1q カプセル化を使用すると、サブインターフェイスで ISL を
設定することはできません。レイヤ 3 インターフェイスに影響はありません。

LAN カードで MUX-UNI サポートを設定する場合、PE ルータで次の作業を行ってください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type number 設定するインターフェイスを指定して、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します（イーサネット ポートのみで有効）。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport レイヤ 3 モードのインターフェイスを、レイヤ 2 
設定用にレイヤ 2 モードにします。
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次に、UNI として使用される物理トランク ポートの例を示します。

Router(config)# interface Fastethernet3/1
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport encapsulation dot1q
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# switchport trunk allowed VLAN 200-250
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Fastethernet3/1.10
Router(config-if)# encap dot1q 3000
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.1 3000 encapsulation mpls
Router(config-if)# exit

次に、UNI として使用されるレイヤ 2 ポート チャネルの例を示します。

Router(config)# interface Port-channel100
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Router(config-if)# switchport trunk allowed VLAN 100-200

ステップ 4 Router(config-if)# switchport trunk 
encapsulation {isl | dot1q}

802.1Q カプセル化をサポートするようポートを設
定します。

リンクの両端で同一のカプセル化タイプを設定す
る必要があります。

（注） MUX-UNI サポートの有効な選択肢は 
dot1Q です。

ステップ 5 Router(config-if)# switchport mode trunk ポートを VLAN トランクとして設定します。

ステップ 6 Router(config-if)# switchport trunk allowed vlan 
vlan-list 

デフォルトでは、すべての VLAN が許可されま
す。VLAN を明示的に許可するには、このコマン
ドを使用します。vlan-list の有効な値は、1 ～ 
4094 です。

（注） メイン インターフェイスとサブインター
フェイス間で VLAN 割り当てが重複しな
いようにしてください。メイン インター
フェイスとサブインターフェイス間の 
VLAN 割り当ては、相互に排他的にする必
要があります。

ステップ 7 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

ステップ 8 Router(config)# interface type 
slot/port.subinterface-number 

設定するサブインターフェイスを指定して、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します（イーサネット ポートのみで有効）。

ステップ 9 Router(config-if)# encapsulation dot1q vlan_id サブインターフェイスでの 802.1Q VLAN パケッ
トの受信をイネーブルにします。

EoMPLS が稼働している CE ルータと PE ルータ間
のサブインターフェイスは、同じサブネット内に
存在する必要があります。その他のすべてのサブ
インターフェイスおよびバックボーン ルータは、
同じサブネット内に存在する必要はありません。

ステップ 10 Router(config-if)# xconnect peer_router_id vcid 
encapsulation mpls 

接続回路を疑似接続 VC にバインドします。この
コマンドの構文は、その他のレイヤ 2 トランス
ポートの場合と同じです。
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Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Port-channel100.1
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 3100
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.30 100 encapsulation mpls
Router(config-if)# exit

次に、多重化 UNI ポートのレイヤ 3 終端および VRF の例を示します。

Router(config)# vlan 200, 300, 400
Router(config)# interface Fastethernet3/1
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport encapsulation dot1q
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# switchport trunk allowed VLAN 200-500
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Fastethernet3/1.10
Router(config-if)# encap dot1q 3000
Router(config-if)# xconnect 10.0.0.1 3000 encapsulation mpls
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Vlan 200
Router(config-if)# ip address 1.1.1.3
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Vlan 300
Router(config-if)# ip vpn VRF A
Router(config-if)# ip address 3.3.3.1
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface Vlan 400
Router(config-if)# ip address 4.4.4.1
Router(config-if)# ip ospf network broadcast
Router(config-if)# mpls label protocol ldp
Router(config-if)# mpls ip
Router(config-if)# exit
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IP ユニキャスト レイヤ 3 スイッチングの
設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に IP ユニキャスト レイヤ 3 スイッチングを設定す
る手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 3 スイッチングの概要（p.27-1）
 • ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定（p.27-4）
 • 設定時の注意事項および制約事項（p.27-4）
 • ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの設定（p.27-5）
 • ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示（p.27-6）

（注） • IPX トラフィックは、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）で高速スイッチングされま
す。詳細については、以下の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fatipx_c/index.htm

 • IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングについては、第 31 章「IPv4 マルチキャスト レイヤ 
3 スイッチングの設定」を参照してください。

レイヤ 3 スイッチングの概要
ここでは、レイヤ 3 スイッチングについて説明します。

 • ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの概要（p.27-2）
 • レイヤ 3 スイッチド パケットの書き換え（p.27-2）
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レイヤ 3 スイッチングの概要
ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの概要

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングを使用すると、サブネット間における IP ユニキャスト トラ
フィックの転送を、RP ではなく Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）および 
Distributed Feature Card（DFC）で行うことができます。ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、
RP 上のソフトウェアを使用せずに、PFC および DFC 上でワイヤ速度による転送機能を提供しま
す。ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの実行には、RP からの 低限のサポートが必要です。
ハードウェア レイヤ 3 スイッチングが不可能なトラフィックは、RP がルーティングします。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、RP に設定されているルーティング プロトコルをサポー
トします。ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、RP に設定されているルーティング プロトコ
ルに代わるものではありません。

各モジュールに IP ユニキャスト レイヤ 3 スイッチングをローカルで提供するために、ハード
ウェア レイヤ 3 スイッチングは、PFC および DFC 上で等しく稼働します。ハードウェア レイヤ 
3 スイッチングでは、次の機能を提供します。

 • Policy-Based Routing（PBR; ポリシー ベース ルーティング）用のハードウェア Access Control 
List（ACL; アクセス コントロール リスト）スイッチング

 • TCP インターセプトのハードウェア NetFlow スイッチング、再帰 ACL 転送判断

 • その他のすべての IP ユニキャスト トラフィック用のハードウェア Cisco Express Forwarding
（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）スイッチング

PFC 上のハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、DFC を装備していないモジュールをサポートし
ます。レイヤ 3 スイッチングが不可能なトラフィックは、RP が転送します。

トラフィックはアクセス リストおよび QoS（Quality of Service）によって処理されたあとで、
ハードウェア レイヤ 3 スイッチングされます。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、入力ポート モジュール上でローカルに各パケットの転
送先を決定し、出力ポートに各パケットの書き換え情報を送信します。出力ポート上でパケット
が スイッチ から送信されるときに、書き換えが行われます。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングにより、レイヤ 3 スイッチド トラフィックのフロー統計情報
が生成されます。ハードウェア レイヤ 3 フロー統計情報は NetFlow Data Export（NDE; NetFlow 
データ エクスポート）に使用できます（第 56 章「NDE の設定」 を参照）。

レイヤ 3 スイッチド パケットの書き換え 
特定のサブネット上の送信元から別のサブネット上の宛先へパケットをレイヤ 3 スイッチングす
るとき、スイッチは RP から学習した情報に基づいて、出力ポートでパケットの書き換えを行い
ます。この書き換えにより、パケットは RP がルーティングしたように表示されます。

パケットの書き換えによって変更されるフィールドは、次の 5 つです。

 • レイヤ 2（MAC [ メディア アクセス制御 ]）宛先アドレス

 • レイヤ 2（MAC）送信元アドレス

 • レイヤ 3 IP Time to Live（TTL; 存続可能時間）

 • レイヤ 3 チェックサム

 • レイヤ 2（MAC）チェックサム（別名フレーム チェックサムまたは FCS）

（注） パケットは、ネクストホップのサブネットに適したカプセル化を使用して書き換えられます。

送信元 A と宛先 B が異なるサブネットに属し、送信元 A が RP にパケットを送信して宛先 B へ
ルーティングされる場合、 スイッチ はそのパケットが RP のレイヤ 2（MAC）アドレスに送信さ
れたと認識します。
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レイヤ 3 スイッチングの概要  
レイヤ 3 スイッチングを実行するため、スイッチ はレイヤ 2 フレーム ヘッダーを書き換え、レイ
ヤ 2 宛先アドレスを宛先 B のレイヤ 2 アドレスに変更し、レイヤ 2 送信元アドレスを RP のレイ
ヤ 2 アドレスに変更します。レイヤ 3 アドレスは変更されません。

IP ユニキャストおよび IP マルチキャスト トラフィックの場合、スイッチはレイヤ 3 TTL 値を 1 
減らし、レイヤ 3 パケット チェックサムを再計算します。スイッチはレイヤ 2 フレーム チェック
サムを再計算し、書き換えたパケットを宛先 B のサブネットに転送します（または、マルチキャ
スト パケットの場合、必要に応じて複製します）。

受信 IP ユニキャスト パケットの形式は（概念的には）、次のとおりです。

スイッチが IP ユニキャスト パケットの書き換えを行ったあとの形式は（概念的には）、次のとお
りです。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの例

図 27-1（p.27-4）に、単純なネットワーク トポロジを示します。この例では、ホスト A は販売部
門の VLAN（IP サブネット 171.59.1.0）、ホスト B はマーケティング部門の VLAN（IP サブネット 
171.59.3.0）、ホスト C はエンジニアリング部門の VLAN（IP サブネット 171.59.2.0）にあります。

ホスト A がホスト C に対して HTTP ファイル転送を開始すると、ハードウェア レイヤ 3 スイッチ
ングはローカル Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）および隣接テーブルの情報を
使用して、ホスト A からホスト C にパケットを転送します。

レイヤ 2 フレーム ヘッダー レイヤ 3 IP ヘッダー
デー
タ

FC
S

宛先 送信元 宛先 送信元 TTL チェックサ
ム

RP MAC 送信元 A MAC 宛先 B IP 送信元 A IP n 計算 1 

レイヤ 2 フレーム ヘッダー レイヤ 3 IP ヘッダー
デー
タ

FC
S

宛先 送信元 宛先 送信元 TTL チェックサ
ム

宛先 B MAC RP MAC 宛先 B IP 送信元 A IP n-1 計算 2 
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ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定
図 27-1 ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのトポロジ例 

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定
表 27-1 に、ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定を示します。

設定時の注意事項および制約事項
ハードウェア レイヤ 3 スイッチングを設定する場合、次の注意事項および制約事項に注意してく
ださい。

 • ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、次の入力および出力カプセル化をサポートします。

 – イーサネット V2.0（ARPA）

 – 1 バイト コントロールを使用する 802.2 対応の 802.3（SAP1）
 – 802.2 対応の 802.3 および Subnetwork Access Protocol（SNAP; サブネットワーク アクセス 

プロトコル）

 
IP 

171.59.1.2

171.59.1.2

 A
171.59.1.2

 B
171.59.3.1

 C
171.59.2.2

171.59.2.2

171.59.1.2:171.59.2.2

171.59.3.1

171.59.2.2

171.59.1.2

Dd:Bb

Dd:Cc

Dd:Aa

 
IP 

Src/Dst MAC  
VLAN

MSFC

 1/

MAC = Aa

MAC = Dd

MAC = Bb

MAC = Cc

 3/

 2/

Aa:Dd

171.59.1.2:171.59.2.2 Dd:Cc

44
61

0

表 27-1 ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定 

機能 デフォルト値

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングのイネー
ブル ステート

イネーブル（ディセーブルにはできません）

RP 上の Cisco IOS CEF イネーブル ステート イネーブル（ディセーブルにはできません）

RP 上の Cisco IOS dCEF1 イネーブル ステート

1. dCEF = Distributed Cisco Express Forwarding

イネーブル（ディセーブルにはできません）
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ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの設定   
ハードウェア レイヤ 3 スイッチングの設定

（注） RP 上のユニキャスト ルーティングの設定手順については、第 24 章「レイヤ 3 インターフェイス
の設定」 を参照してください。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、永続的にイネーブルになります。したがって設定作業は
不要です。

レイヤ 3 スイッチド トラフィックに関する情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 3/3 上のハードウェア レイヤ 3 スイッチド トラフィックに関する情報を
表示する例を示します。

Router# show interface fastethernet 3/3 | begin L3 
  L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 12 pkt, 778 bytes mcast
  L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes 
     4046399 packets input, 349370039 bytes, 0 no buffer
     Received 3795255 broadcasts, 2 runts, 0 giants, 0 throttles

（テキスト出力は省略）
Router#

（注） レイヤ 3 スイッチング パケット カウントは、約 5 秒間隔で更新されます。

Cisco IOS CEF および dCEF は、永続的にイネーブルになります。ハードウェア レイヤ 3 スイッチ
ングをサポートするための設定作業は不要です。

PFC を（存在する場合は DFC も）利用して、ハードウェア レイヤ 3 スイッチングは、フローご
とのロード バランシングを IP の送信元および宛先のアドレスに基づいて使用します。フローご
とのロード バランシングは、パケットごとのロード バランシングでは必要となるパケットの再
配列を行いません。どのようなフローに対しても、PFC や DFC を装備したすべてのスイッチが、
まったく同じロード バランシングの判断を行うので、結果としてロード バランシングがランダ
ムにならない場合があります。

RP 上の Cisco IOS CEF ip load-sharing per-packet、ip cef accounting per-prefix、および ip cef 
accounting non-recursive コマンドは、RP 上のソフトウェアで CEF スイッチングされるトラ
フィックだけに適用されます。これらのコマンドは、PFC 上または DFC を搭載したスイッチン
グ モジュール上でハードウェア レイヤ 3 スイッチングされるトラフィックには影響しません。

RP 上の Cisco IOS CEF および dCEF の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

 • 次の URL の「Cisco Express Forwarding」
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_c/swprt1/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS Switching Services Command Reference』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_r/index.htm

コマンド 目的

Router# show interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} | begin L3 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

レイヤ 3 スイッチド トラフィックの要約を表示します。
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ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示
ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示
ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報は、VLAN 単位で収集されます。

ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報を表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitethernet 9/5 | include Switched 
L2 Switched: ucast: 8199 pkt, 1362060 bytes - mcast: 6980 pkt, 371952 bytes
L3 in Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes mcast
L3 out Switched: ucast: 0 pkt, 0 bytes - mcast: 0 pkt, 0 bytes 

隣接テーブルの情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、隣接統計情報を表示する例を示します。

Router# show adjacency gigabitethernet 9/5 detail 
Protocol Interface                 Address
IP       GigabitEthernet9/5        172.20.53.206(11)
                                   504 packets, 6110 bytes
                                   00605C865B82
                                   000164F83FA50800
                                   ARP        03:49:31 

（注） 隣接統計情報は、約 60 秒間隔で更新されます。

コマンド 目的

Router# show interfaces {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

ハードウェア レイヤ 3 スイッチング統計情報を表示しま
す。

コマンド 目的

Router# show adjacency [{{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} | detail | internal | summary]

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

隣接テーブルの情報を表示します。オプションの detail 
キーワードを指定すると、レイヤ 2 情報を含む詳細な隣
接情報が表示されます。
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WCCP による Web キャッシュ サービスの
設定

この章では、Web Cache Communication Protocol（WCCP）を使用して、キャッシュ エンジン
（Web キャッシュ）へトラフィックをリダイレクトするように スイッチを設定する方法、および
キャッシュ エンジン クラスタ（キャッシュ ファーム）を管理する方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクション機能を使用するには、この章の説明に従って スイッチ 
で WCCP を設定し、次のマニュアルに従ってキャッシュ エンジンに加速 WCCP を設定しま
す。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/webscale/uce/acns42/cnfg42/transprt.htm#xtocid34

 • Release 4.2.2 以降の Cisco Application and Content Networking System（ACNS）ソフトウェア リ
リースでは、PFC で ip wccp service accelerated コマンドをサポートします。

 • マスク割り当て用に設定したキャッシュ エンジンがファームへの加入を試みる場合、この
ファームで選択された割り当て方式がハッシュであると、キャッシュ エンジンの割り当て方
式が既存ファームの方式と一致しないかぎり、ファームには加入できません。

 • サービス グループの転送方式が WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクションの場合は、show ip 
wccp service_name コマンドによって出力されるパケット カウンタ値は、パケット数ではなく
フロー数となります。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • WCCP の概要（p.28-2）
 • WCCPv2 の制約事項（p.28-7）
 • WCCP の設定（p.28-7）
 • WCCP 設定の確認およびモニタリング（p.28-11）
 • WCCP の設定例（p.28-12）

（注） この章の作業では、ネットワークですでにキャッシュ エンジンを設定していることを前提としま
す。Cisco Cache Engine および WCCP に関するハードウェアおよびネットワーク プランニングの
詳細については、次の URL の Cisco.com Web Scaling サイトにある「Product Literature and 
Documentation」リンクを参照してください。
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/cxsr/ces/index.shtml 
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WCCP の概要
WCCP の概要
ここでは WCCP について説明します。

 • WCCP の概要（p.28-2）
 • ハードウェアの加速化（p.28-2）
 • WCCPv1 設定の概要（p.28-3）
 • WCCPv2 設定の概要（p.28-4）
 • WCCPv2 の機能（p.28-5）

WCCP の概要

WCCP はシスコが開発したコンテンツ ルーティング技術で、キャッシュ エンジン（Cisco Cache 
Engine 550 など）をネットワーク インフラストラクチャに統合できます。

（注） シスコシステムズは 2001 年 7 月、Cache Engine 500 シリーズ プラットフォームを Content Engine 
プラットフォームに置き換えました。Cache Engine 製品は、Cache Engine 505、550、570、および 
550-DS3 です。Content Engine 製品には、Content Engine 507、560、590、および 7320 があります。

Cisco IOS WCCP 機能では、Cisco Cache Engine（または WCCP で動作する他のキャッシュ エンジ
ン）を使用してネットワークの Web トラフィック パターンをローカライズし、コンテンツ要求
にローカルで対応できるようにします。トラフィックのローカライズによって伝送コストを引き
下げ、ダウンロード時間を短縮できます。

WCCP によって、Cisco IOS ルーティング プラットフォームはコンテンツ要求を透過的にリダイ
レクトできます。透過的なリダイレクションの大きな利点は、Web プロキシを使用するためのブ
ラウザの設定が不要ということです。代わりに、ターゲット URL を使用してコンテンツを要求
すると、要求が自動的にキャッシュ エンジンにリダイレクトされます。この場合の「透過的」と
いう用語は、要求対象のファイル（Web ページなど）が初めに指定したサーバからではなく、
キャッシュ エンジンから送られてきたことがエンド ユーザにはわからないことを指します。

キャッシュ エンジンは要求を受け取ると、専用のローカル キャッシュから対応しようとします。
要求された情報が存在しない場合、キャッシュ エンジンは自身の要求を元のターゲット サーバ
に送信して要求された情報を取得します。要求された情報をキャッシュ エンジンが取得すると、
要求元のクライアントに転送し、またキャッシュして今後の要求に備えます。これにより、ダウ
ンロード パフォーマンスが 大になり、伝送コストを大幅に削減できます。

WCCP では、キャッシュ エンジン クラスタと呼ばれる一連のキャッシュ エンジンがイネーブル
になり、1 つまたは複数のルータにコンテンツを提供します。ネットワーク管理者は、キャッ
シュ エンジンを簡単に拡張し、クラスタの機能を利用して大量のトラフィック ロードを処理で
きます。シスコ クラスタリング テクノロジーではキャッシュ メンバーがパラレルに稼働でき、
リニア スケーラビリティが得られます。キャッシュ エンジンをクラスタリングすると、キャッ
シング ソリューションのスケーラビリティ、冗長性、およびアベイラビリティが大幅に向上しま
す。目的の容量に応じて、 大 32 のキャッシュ エンジンをクラスタリングできます。

ハードウェアの加速化

Cisco IOS Software Release 12.2SX でサポートされるスイッチは、Cisco Cache Engine に直接接続さ
れている場合、WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクションによってハードウェアを加速化します。こ
れは、Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）を備えた Route 
Processor（RP; ルート プロセッサ）での、ソフトウェアによるレイヤ 3 リダイレクションより効
率的です。
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WCCP の概要 
WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクションでは、Cisco Cache Engine はハードウェアでサポートされて
いるレイヤ 2 リダイレクションを使用できます。直接接続された Cache Engine を設定すると、
WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクション機能の使用をネゴシエートできます。WCCP レイヤ 2 PFC 
リダイレクション機能は RP 上で設定する必要がありません。show ip wccp web-cache detail コマ
ンドを実行すると、使用されているリダイレクション方法がキャッシュ別に表示されます。

WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクションについては、次の注意事項があります。

 • WCCP レイヤ 2 PFC リダイレクション機能では、IP フロー マスクが full-flow モードに設定さ
れます。

 • Cisco Cache Engine ソフトウェア リリース 2.2 以降を設定すると、WCCP レイヤ 2 PFC リダイ
レクション機能を使用できます。

 • レイヤ 2 リダイレクションは PFC で実行され、RP には認識されません。RP で show ip wccp 
web-cache detail コマンドを実行すると、レイヤ 2 リダイレクションが行われたフローの 1 番
めのパケットのみの統計情報が表示されます。これにより、パケットではなく、いくつのフ
ローがレイヤ 2 リダイレクションを使用しているかがわかります。show mls entries コマンド
を入力すると、レイヤ 2 リダイレクションの他のパケットも表示されます。

（注） • PFC3 は、GRE 用にハードウェアを加速します。GRE で WCCP レイヤ 3 リダイレクションを
使用すると、カプセル化がハードウェアによってサポートされますが、WCCP GRE トラ
フィックのカプセル開放では PFC3 によるハードウェア サポートは行われません。

 • Release 4.2.1 以降の ACNS ソフトウェア リリースでは、accelerated キーワードがサポートさ
れます。

WCCPv1 設定の概要

WCCP-Version 1 の場合、1 つのルータのみがクラスタに対応します。このシナリオの場合、この
ルータがすべての IP パケットのリダイレクションを行う装置です。図 28-1 は、この構成図を示
します。

図 28-1 WCCP-Version 1 による Cisco Cache Engine ネットワークの設定
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WCCP の概要
コンテンツは、キャッシュ エンジンでは複製されません。複数のキャッシュを使用する利点は、
複数の物理キャッシュを 1 つの論理キャッシュとしてクラスタリングすることによってキャッシ
ング ソリューションを拡張できることです。

WCCPv1 設定の機能の詳細を次の一連のイベントで示します。

1. 各キャッシュ エンジンは、システム管理者が制御ルータの IP アドレスを使用して設定しま
す。1 つの制御ルータには 大 32 のキャッシュ エンジンを接続できます。

2. キャッシュ エンジンは、WCCP で自身の存在を示して IP アドレスを制御ルータに送信しま
す。ルータおよびキャッシュ エンジンは、UDP ポート 2048 に基づいた制御チャネルを通し
て相互に通信します。

3. 制御ルータではこの情報が使用されて、クラスタ ビュー（クラスタ内のキャッシュの一覧）
が作成されます。このビューはクラスタ内の各キャッシュに送信され、基本的にすべての
キャッシュ エンジンが相互の存在を認識できるようになります。クラスタのメンバシップが
一定時間変わらないと、安定したビューが確立されます。

4. 安定したビューが確立されると、1 つのキャッシュ エンジンがリード キャッシュ エンジンに
選択されます（このリード キャッシュ エンジンはクラスタ内のすべてのキャッシュ エンジ
ンから IP アドレスが一番小さいとみなされます）。このリード キャッシュ エンジンは WCCP 
を使用して、IP パケット リダイレクションの実行の仕組みを制御ルータに示します。特に
リード キャッシュ エンジンは、リダイレクトされたトラフィックをクラスタ内のキャッシュ 
エンジンに分配する方法を指定します。

WCCPv2 設定の概要

複数のルータは、キャッシュ クラスタに対応するために WCCPv2 を使用します。これは、1 つの
ルータのみがコンテンツ要求をクラスタにリダイレクトできる WCCPv1 とは対照的です。 図 28-2 
は、複数のルータを使用した構成例を示します。

図 28-2 WCCPv2 による Cisco Cache Engine ネットワークの設定

同じサービスを実行するクラスタに接続されているクラスタ内のキャッシュ エンジンのサブセッ
トおよびルータをサービス グループと呼びます。利用可能なサービスには、TCP および UDP リ
ダイレクションがあります。
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WCCP の概要 
WCCPv1 を使用して、1 つのルータのアドレスでキャッシュ エンジンが設定されます。WCCPv2 
では、各キャッシュ エンジンがサービス グループ内のすべてのルータを認識する必要がありま
す。サービス グループ内のすべてのルータのアドレスを指定するには、次のいずれかの方法を選
択する必要があります。

 • ユニキャスト — グループ内の各ルータのルータ アドレスの一覧が各キャッシュ エンジンに
設定されます。この場合、グループ内の各ルータのアドレスは、設定中に各キャッシュ エン
ジンに明示的に指定する必要があります。

 • マルチキャスト — 1 つのマルチキャスト アドレスを各キャッシュ エンジンに設定します。
このマルチキャスト アドレス方式では、キャッシュ エンジンが、サービス グループ内のす
べてのルータをカバーするシングル アドレス通知を送信します。たとえば、キャッシュ エン
ジンは、224.0.0.100 というマルチキャスト アドレスにパケットを送信するように指示できま
す。この場合、マルチキャスト パケットは、サービス グループ内で WCCP を使用してグ
ループで待ち受けるように設定されたすべてのルータに送信されます（詳細については、ip 
wccp group-listen インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを参照）。

マルチキャスト オプションは、各キャッシュ エンジンに指定するアドレスが 1 つのみであるた
め、設定しやすくなっています。この方式では、サービス グループとの間でのルータの追加およ
び削除がダイナミックにでき、毎回別のアドレス一覧を使用してキャッシュ エンジンを再設定す
る必要がありません。

WCCPv2 設定の機能の詳細を、次の一連のイベントで示します。

1. 各キャッシュ エンジンは、ルータの一覧を使用して設定します。

2. 各キャッシュ エンジンは自身の存在およびすべてのルータの一覧をアナウンスして、通信を
確立します。ルータは、グループ内のキャッシュ エンジンのビュー（一覧）を使用して応答
します。

3. クラスタ内のすべてのキャッシュ エンジンについてビューに整合性があると、1 つのキャッ
シュ エンジンがリードとして指定され、パケットをリダイレクトする場合にルータが使用す
る必要のあるポリシーが設定されます。

次に、ルータをサービス グループに参加させるためにルータに WCCPv2 を設定する方法につい
て説明します。

WCCPv2 の機能

ここでは、WCCPv2 機能について説明します。

 • 非 HTTP サービスのサポート（p.28-5）
 • 複数ルータのサポート（p.28-6）
 • MD5 セキュリティ（p.28-6）
 • Web キャッシュ パケットのリターン（p.28-6）
 • 負荷分散（p.28-6）

非 HTTP サービスのサポート

WCCPv2 では、様々な UDP および TCP トラフィックを含め、HTTP（TCP ポート 80 トラフィッ
ク）以外のトラフィックのリダイレクションが可能です。WCCPv1 では、HTTP（TCP ポート 
80）トラフィックのみのリダイレクションをサポートしています。WCCPv2 は、他のポート宛て
のパケットのリダイレクションをサポートしています。これらのパケットには、プロキシ /Web 
キャッシュ処理用、File Transfer Protocol（FTP; ファイル転送プロトコル）キャッシング用、FTP 
プロキシ処理用、80 以外のポートの Web キャッシング用、オーディオ、ビデオ、テレフォニー 
アプリケーション用があります。
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WCCP の概要
各種の利用可能なサービスに対応するために、WCCPv2 は複数のサービス グループという概念
を導入しています。ダイナミック サービス ID 番号（「98」など）または定義済みサービス キー
ワード（[web-cache] など）を使用して、WCCP 設定コマンドでサービス情報を指定します。この
情報は、サービス グループ メンバーが同じサービスを使用または提供していることを確認する
ために使用されます。

サービス グループ中のキャッシュ エンジンは、プロトコル（TCP または UDP）のリダイレクト
対象にするトラフィックおよびポート（送信元または宛先）を指定します。各サービス グループ
にはプライオリティ ステータスが割り当てられます。パケットはプライオリティ順にサービス 
グループに対して照合が行われます。

複数ルータのサポート

WCCPv2 では、複数のルータをキャッシュ エンジンのクラスタに追加できます。サービス グ
ループの複数のルータを使用すると、冗長構成、インターフェイスのアグリゲーション、および
リダイレクションの負荷分散が可能になります。

MD5 セキュリティ

WCCPv2 では、Hash-based Message Authentication Code（HMAC）MD5 標準およびパスワードを使
用して、どのルータおよびキャッシュ エンジンをサービス グループに参加させるかを決めるこ
とができる認証をオプションで提供します。共有秘密鍵 MD5 ワンタイム認証（ip wccp 
[password [0-7] password] 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設定）では、
メッセージの傍受、検査、およびリプレイから保護します。

Web キャッシュ パケットのリターン

キャッシュ エンジンはキャッシュしたオブジェクトのうちで要求されたものをエラーまたは過負
荷のために提供できない場合、要求をルータに返して、 初に指定された宛先サーバに伝送され
るようにします。WCCPv2 は、どの要求が対応されずにキャッシュ エンジンから返されたかを
パケットごとにチェックします。ルータはこの情報を使用して、要求を元のターゲット サーバに
転送できます（キャッシュ クラスタへの再送はしません）。これにより、エラー処理はクライア
ントには透過的になります。

キャッシュ エンジンがパケットを拒否してパケット リターン機能を実行する一般的な理由は、
次のとおりです。

 • キャッシュ エンジンが過負荷状態で、パケットに対応する余裕がない場合。

 • キャッシュ エンジンが、パケットのキャッシングによって逆効果となる特定の状況（IP 認証
をオンにしたときなど）でフィルタリングをする場合。

負荷分散

WCCPv2 を各キャッシュ エンジンに分散する負荷の調整に使用すると、利用可能なリソースを
効率的に使用しながら高い QoS（Quality of Service）をクライアントに提供できます。WCCPv2 で
は指定キャッシュは、特定のキャッシュの負荷を調整し、クラスタ内のキャッシュ全体に負荷を
分散できます。WCCPv2 では負荷分散を実行するために、次の 3 つの方法を使用します。

 • ホット スポット処理 — 個々のハッシュ バケットをすべてのキャッシュ エンジンに分散でき
ます。WCCPv2 以前は、1 つのハッシュ バケットの情報は 1 つのキャッシュ エンジンにのみ
送ることができました。

 • ロード バランシング — ハッシュ バケット セットをキャッシュ エンジンに割り当てて調整す
ることにより、処理能力に余裕がないキャッシュ エンジンから余裕のある他のキャッシュ エ
ンジンに負荷を分散させることができます。
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WCCPv2 の制約事項 
 • 負荷制限 — ルータは負荷を選択的にリダイレクトして、キャッシュ エンジンの処理能力を
超えないようにします。

こうしたハッシュ パラメータを使用すると、1 つのキャッシュが過負荷になることを防止し、輻
輳の可能性を減らすことができます。

WCCPv2 の制約事項
WCCPv2 には次の制約事項があります。

 • WCCP は IP ネットワークでのみ動作します。

 • ルータをマルチキャスト クラスタに対応させるには、Time to Live（TTL; 存続可能時間）値
を 15 以下に設定する必要があります。

 • メッセージは IP マルチキャストされることがあるため、メンバーは目的以外のメッセージま
たは重複したメッセージを受け取ることがあります。適切なフィルタリングを実行する必要
があります。

 • サービス グループを構成できるのは、32 以下のキャッシュ エンジンおよび 32 以下のルータ
です。

 • クラスタ内のすべてのキャッシュ エンジンは、クラスタに対応するすべてのルータと通信で
きるように設定する必要があります。

 • マルチキャスト アドレスは、224.0.0.0 ～ 239.255.255.255 の範囲にする必要があります。

WCCP の設定
次の設定作業では、ネットワークに導入するキャッシュ エンジンがすでにインストールおよび設
定されていることを前提としています。ルータに WCCP 機能を設定する前に、クラスタ内の
キャッシュ エンジンを設定する必要があります。キャッシュ エンジンの設定およびセットアッ
プ作業の詳細については、『Cisco Cache Engine User Guide』を参照してください。

キャッシュ エンジンに接続されているルータ インターフェイス、およびインターネットに接続
されているルータ インターフェイスで IP を設定してください。Cisco Cache Engine で直接接続す
るには、ファスト イーサネット インターフェイスを必要とします。ルータの設定例は、あとで
説明します。コマンド構文の詳細については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command 
Reference』Release 12.2 を参照してください。

ここでは、WCCP の設定手順について説明します。

 • WCCP のバージョンの指定（p.28-7）（任意）

 • WCCPv2 によるサービス グループの設定（p.28-8）（必須）

 • 特定インターフェイスにおけるリダイレクションからのトラフィックの除外（p.28-10）（任
意）

 • マルチキャスト アドレスへのルータの登録（p.28-10）（任意）

 • WCCP サービス グループのアクセス リストの使用（p.28-10）（任意）

 • ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワードの設定（p.28-11）（任意）

WCCP のバージョンの指定

ip wccp {web-cache | service-number} 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 
WCCP を設定するまで、ルータでは WCCP はディセーブルです。ip wccp 形式のコマンドを 初
に使用することによって、WCCP はイネーブルになります。デフォルトでは WCCPv2 はサービ
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WCCP の設定
ス用に使用されますが、代わりに WCCPv1 機能を使用することもできます。現在実行中の 
WCCP のバージョンを Version 2 から Version 1 に変更する、または 初の変更後に WCCPv2 に戻
すには、EXEC モードで次の作業を行います。

WCCPv1 では、以前の Cisco IOS バージョンの WCCP コマンドを使用できません。代わりに、こ
の章で説明する WCCP コマンドを使用してください。WCCPv1 で許可されていない機能の場合
は、エラー プロンプトが画面に表示されます。たとえば、ルータで WCCPv1 を実行している場
合にダイナミック サービスを設定しようとすると、[WCCP V1 only supports the web-cache service] 
というメッセージが表示されます。show ip wccp EXEC コマンドを使用すると、ルータ上で現在
実行されている WCCP プロトコルのバージョン番号を表示できます。

WCCPv2 によるサービス グループの設定

WCCPv2 では、トラフィックの代行受信およびリダイレクションを行うために使用されている論
理リダイレクション サービスを基にサービス グループを使用します。標準サービスは、TCP 
ポート 80（HTTP）トラフィックを代行受信し、キャッシュ エンジンにリダイレクトする Web 
キャッシュです。このサービスを well-known と呼びます。ルータおよびキャッシュ エンジンの両
方により、Web キャッシュ サービスの特性がよく知られているためです。サービス ID 以外の 
well-known サービスの記述は不要です（この場合は CLI がコマンド構文に web-cache キーワード
を提供します）。

Web キャッシュ サービス以外にも、サービス グループでは 大 7 つのダイナミック サービスを
同時に実行できます。

（注） 1 つのルータで複数のサービスを同時に実行することも、ルータおよびキャッシュ装置を複数の
サービス グループに同時に参加させることもできます。

ダイナミック サービスはキャッシュ エンジンで定義され、キャッシュは代行受信するプロトコ
ルまたはポートと、トラフィックの分散方法をルータに指示します。ルータ自体はダイナミック 
サービス グループのトラフィックの特性に関する情報を持っていません。この情報は、グループ
に 初に参加した Web キャッシュが提供するためです。ダイナミック サービスでは、1 つのプロ
トコルに 大 8 ポートを指定できます。

たとえば、Cisco Cache Engine はダイナミック サービス 99 を使用して、リバース プロキシ サービ
スを指定します。ただし、他のキャッシュ装置は、他のサービスのサービス番号を使用できま
す。次の設定情報は、シスコ ルータで汎用サービスをイネーブルにするためのものです。キャッ
シュ装置にサービスを設定する方法については、キャッシュ サーバの資料を参照してください。

コマンド 目的

Router# ip wccp version {1 | 2} ルータに設定する WCCP のバージョンを指定します。
WCCPv2 がデフォルトのバージョンです。
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WCCP の設定 
サービスをイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） ACNS ソフトウェアの今後のリリース（Release 4.2.2 以降）では、ip wccp service accelerated コマ
ンドをサポートします。

ip wccp service redirect コマンド中の out および in キーワード オプションで示されるように、リダ
イレクションはアウトバウンド インターフェイスまたはインバウンド インターフェイスに指定
できます。

インバウンド トラフィックは Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディ
ング）、distributed Cisco Express Forwarding（dCEF）、Fast Forwarding、または Process Forwarding を
使用するように設定できます。

インターフェイスでインバウンド トラフィックに WCCP を設定すると、アウトバウンド トラ
フィックの CEF 転送に伴うオーバーヘッドを避けることができます。インターフェイスに出力
機能を設定すると、すべてのインターフェイスに到着するすべてのパケットが通過する機能のス
イッチング パスが低速になります。インターフェイスに入力機能を設定すると、このインター
フェイスに到着したパケットのみが設定済み機能パスを通り、他のインターフェイスに到着する
パケットは高速なデフォルト パスを使用します。インバウンド トラフィックに WCCP を設定す
ると、パケットが分類されてからルーティング テーブルが検索され、パケットのリダイレクショ
ンが高速になります。

Web キャッシュ サービスの指定

Web キャッシュ サービスを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip wccp {web-cache | 
service-number} [accelerated] [group-address 
groupaddress] [redirect-list access-list] 
[group-list access-list] [password password]

ルータでイネーブルにする Web キャッシュまた
はダイナミック サービスを指定します。サービ
ス グループで使用する IP マルチキャスト アドレ
スを指定します。使用するアクセス リストを指
定します。MD5 認証を使用するかどうかを指定
します。WCCP サービスをイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# interface type number 設定するインターフェイスを指定します。イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip wccp 
{web-cache | service-number} redirect {out | in}

特定のインターフェイスで WCCP リダイレク
ションをイネーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip wccp web-cache ルータで Web キャッシュ サービスをイネーブル
にします。

ステップ 2 Router(config)# interface type number Web キャッシュ サービスを実行するインター
フェイス番号を指定し、インターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip wccp web-cache redirect 
{out | in}

ステップ 2 で指定したインターフェイスを使用し
て、Web キャッシュにリダイレクトする資格が
あるかどうかを判別するためにパケットのチェッ
クをイネーブルにします。
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WCCP の設定
特定インターフェイスにおけるリダイレクションからのトラフィッ
クの除外

インバウンド トラフィックのリダイレクションをインターフェイスで実行しないようにするに
は、グローバル コンフィギュレーション モードで次の作業を行います。

マルチキャスト アドレスへのルータの登録

サービス グループにマルチキャスト アドレス オプションを使用する場合、ルータがインター
フェイスでマルチキャスト ブロードキャストを待ち受けるように設定する必要があります。ルー
タを設定するには、次の作業を行います。

リダイレクトされたトラフィックが仲介ルータを経由する必要のあるネットワーク設定の場合、
経由対象のルータは、IP マルチキャスト ルーティングを実行するように設定する必要がありま
す。仲介ルータの経由をイネーブルにするには、次の 2 つのコンポーネントを設定してくださ
い。

 • ip multicast routing 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、IP マル
チキャスト ルーティングをイネーブルにします。

 • ip wccp group-listen 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、キャッ
シュ エンジンがマルチキャスト伝送を受信するために接続するインターフェイスをイネーブ
ルにします（以前のバージョンの Cisco IOS では ip pim インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドの使用が必要でした）。

WCCP サービス グループのアクセス リストの使用

どのトラフィックをどのキャッシュ エンジンにリダイレクトするかを決めるためにアクセス リ
ストを使用するようにル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 モードで次
の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type number 設定するインターフェイスを指定します。イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip wccp redirect exclude in インターフェイス上でリダイレクションから除外
するインバウンド パケットを許可します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip wccp {web-cache | 
service-number} group-address groupaddress 

サービス グループのマルチキャスト アドレスを
指定します。

ステップ 2 Router(config)# interface type number マルチキャスト受信用に設定するインターフェイ
スを指定します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip wccp {web-cache | 
service-number} group-listen

ステップ 2 で指定したインターフェイスで IP マ
ルチキャスト パケット（キャッシュ エンジンか
ら送られるコンテンツ）の受信をイネーブルにし
ます。
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WCCP 設定の確認およびモニタリング 
特定のクライアントのキャッシングをディセーブルにするには、グローバル コンフィギュレー
ション モードで次の作業を行います。

ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワードの設定

MD5 パスワード セキュリティでは、サービス グループ パスワードを使用して、サービス グルー
プに参加させる各ルータおよびキャッシュ エンジンを設定する必要があります。パスワードは
大 7 文字にできます。サービス グループ内の各キャッシュ エンジンまたは各ルータは、WCCP 
メッセージ ヘッダーの確認後すぐに受信した WCCP パケット内のセキュリティ コンポーネント
を認証します。認証に失敗したパケットは廃棄されます。

WCCP 通信においてルータが MD5 パスワードを使用するように設定するには、グローバル コン
フィギュレーション モードで次の作業を行います。

WCCP 設定の確認およびモニタリング
WCCP の設定を確認および監視するには、特権 EXEC モードで次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# access-list access-list permit ip 
host host-address [destination-address | 
destination-host | any]

キャッシュ エンジンへのトラフィックのリダイ
レクションをイネーブルまたはディセーブルにす
るアクセス リストを作成します。

ステップ 2 Router(config)# ip wccp web-cache group-list 
access-list

パケットを受け取るキャッシュ エンジンの IP ア
ドレスをルータに指定します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# access-list access-list permit ip 
host host-address [destination-address | 
destination-host | any]

キャッシュ エンジンへのトラフィックのリダイ
レクションをイネーブルまたはディセーブルにす
るアクセス リストを作成します。

ステップ 2 Router(config)# ip wccp web-cache redirect-list 
access-list

リダイレクションのイネーブル化に使用するアク
セス リストを設定します。

コマンド 目的

Router(config)# ip wccp web-cache password password ルータで MD5 パスワードを設定しま
す。

コマンド 目的

Router# show ip wccp [web-cache | service-number] WCCP に関連したグローバル情報を表示します。こ
の情報には、現在使用中のプロトコル バージョン、
ルータ サービス グループ内のキャッシュ エンジン
数、ルータへの接続が許可されているキャッシュ 
エンジン グループ、使用されているアクセス リス
トなどがあります。

Router# show ip wccp {web-cache | service-number} detail 特定サービス グループのどのキャッシュ エンジン
に関する情報を検出したかをルータに問い合わせま
す。Web キャッシュ サービスまたは指定のダイナ
ミック サービスのいずれかの情報が表示されます。
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WCCP の設定例
WCCP の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

 • ルータでの WCCP バージョンの変更例（p.28-12）
 • 一般的な WCCPv2 設定の実行例（p.28-13）
 • Web キャッシュ サービスの実行例（p.28-13）
 • リバース プロキシ サービスの実行例（p.28-13）
 • マルチキャスト アドレスへのルータの登録例（p.28-13）
 • アクセス リストの使用例（p.28-14）
 • ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワード設定例（p.28-14）
 • WCCP 設定の確認例（p.28-14）

ルータでの WCCP バージョンの変更例

次に、WCCP バージョンをデフォルトの WCCPv2 から WCCPv1 に変更し、WCCPv1 で Web 
キャッシュ サービスをイネーブルにする処理例を示します。

Router# show ip wccp 
% WCCP version 2 is not enabled
Router# configure terminal 
Router(config)# ip wccp version 1 
Router(config)# end 
Router# show ip wccp 
% WCCP version 1 is not enabled

Router# config terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip wccp web-cache 
Router(config)# end 
Router# show ip wccp 
Global WCCP information:
    Router information:
        Router Identifier:                   10.4.9.8
        Protocol Version:                    1.0
. . .

Router# show ip interface ip wccp リダイレクション コマンドがインターフェ
イスに設定されているかどうかについてのステータ
スを表示します。たとえば、[Web Cache Redirect is 
enabled / disabled] のように表示されます。

Router# show ip wccp {web-cache | service-number} view 特定のサービス グループのどの装置が検出され、
どのキャッシュ エンジンが他のルータから認識可
能か、また現在のルータの接続先がどこかを表示し
ます。view キーワードは、サービス グループの
サービス一覧を示します。Web キャッシュ サービ
スまたは指定のダイナミック サービスのいずれか
の情報が表示されます。トラブルシューティングの
詳細については、show ip wccp {web-cache | service 
number} service  コマンドを使用します。

コマンド 目的
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WCCP の設定例 
一般的な WCCPv2 設定の実行例

次に、一般的な WCCPv2 設定セッション例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip wccp web-cache group-address 224.1.1.100 password alaska1 
Router(config)# interface vlan 20 
Router(config-if)# ip wccp web-cache redirect out 

Web キャッシュ サービスの実行例

次に、Web キャッシュ サービス設定セッション例を示します。

router# configure terminal
router(config)# ip wccp web-cache
router(config)# interface vlan 20 
router(config-if)# ip wccp web-cache redirect out
Router(config-if)# ^Z
Router# copy running-config startup-config

次に、VLAN インターフェイス 30 に到着する HTTP トラフィックのリダイレクションをイネー
ブルにする設定セッション例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface vlan 30 
Router(config-if)# ip wccp web-cache redirect in
Router(config-if)# ^Z
Router# show ip interface vlan 30 | include WCCP Redirect 
WCCP Redirect inbound is enabled
WCCP Redirect exclude is disabled

リバース プロキシ サービスの実行例

次の例では、リバース プロキシ サービスの実行にダイナミック サービス 99 を使用する Cisco 
Cache Engine を使用してサービス グループを設定することを前提としています。

router# configure terminal
router(config)# ip wccp 99
router(config)# interface vlan 40 
router(config-if)# ip wccp 99 redirect out

マルチキャスト アドレスへのルータの登録例

次に、ルータをマルチキャスト アドレス 224.1.1.100 に登録する例を示します。

Router(config)# ip wccp web-cache group-address 224.1.1.100
Router(config)# interface vlan 50 
Router(config-if)# ip wccp web cache group-listen

次に、マルチキャスト アドレス 224.1.1.1 を使用してリバース プロキシ サービスを実行するよう
にルータを設定する例を示します。リダイレクションは、VLAN インターフェイス 60 から送信
されるパケットに適用されます。

Router(config)# ip wccp 99 group-address 224.1.1.1
Router(config)# interface vlan 60 
Router(config-if)# ip wccp 99 redirect out
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Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 28 章      WCCP による Web キャッシュ サービスの設定            

WCCP の設定例
アクセス リストの使用例

セキュリティを向上させるには、標準的なアクセス リストを使用して、現在のルータに登録しよ
うとするキャッシュ エンジンにとってどの IP アドレスが有効なアドレスであるかをルータに通
知します。次に、サンプル ホストのアクセス リスト番号が 10 である標準的なアクセス リストの
設定セッション例を示します。

router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.1
router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.2
router(config)# access-list 10 permit host 11.1.1.3
router(config)# ip wccp web-cache group-list 10

特定のクライアント、サーバ、またはクライアント / サーバ ペアに対してキャッシングをディ
セーブルにするには、WCCP アクセス リストを使用します。次に、10.1.1.1 ～ 12.1.1.1 から送信
される要求がキャッシュをバイパスするようにし、他のすべての要求には正常に対応させる例を
示します。

Router(config)# ip wccp web-cache redirect-list 120
Router(config)# access-list 120 deny tcp host 10.1.1.1 any
Router(config)# access-list 120 deny tcp any host 12.1.1.1
Router(config)# access-list 120 permit ip any any

次に、VLAN インターフェイス 70 で受信した Web 関連パケットを、209.165.196.51 以外のホスト
宛てにリダイレクトするようにルータを設定する例を示します。

Router(config)# access-list 100 deny ip any host 209.165.196.51
Router(config)# access-list 100 permit ip any any
Router(config)# ip wccp web-cache redirect-list 100
Router(config)# interface vlan 70 
Router(config-if)# ip wccp web-cache redirect in 

ルータおよびキャッシュ エンジンのパスワード設定例

次に、パスワードを alaska1 とした場合の、WCCPv2 パスワード設定のセッション例を示します。

router# configure terminal
router(config)# ip wccp web-cache password alaska1

WCCP 設定の確認例

設定の変更を確認するには、more system:running-config  EXEC コマンドを使用します。次は、
Web キャッシュ サービスおよびダイナミック サービス 99 の両方がルータでイネーブルであるこ
とを示す例です。

router# more system:running-config

Building configuration...
Current configuration: 
! 
version 12.0 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
service udp-small-servers 
service tcp-small-servers 
! 
hostname router4 
! 
enable secret 5 $1$nSVy$faliJsVQXVPW.KuCxZNTh1 
enable password alabama1
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WCCP の設定例 
! 
ip subnet-zero 
ip wccp web-cache 
ip wccp 99 
ip domain-name cisco.com 
ip name-server 10.1.1.1
ip name-server 10.1.1.2
ip name-server 10.1.1.3
! 
! 
! 
interface Vlan200 
ip address 10.3.1.2 255.255.255.0 
no ip directed-broadcast 
ip wccp web-cache redirect out 
ip wccp 99 redirect out 
no ip route-cache 
no ip mroute-cache 
! 

interface Vlan300 
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0 
no ip directed-broadcast 
ip wccp 99 redirect out 
no ip route-cache 
no ip mroute-cache 
! 
interface Serial0 
no ip address 
no ip directed-broadcast 
no ip route-cache 
no ip mroute-cache 
shutdown 
! 
interface Serial1 
no ip address 
no ip directed-broadcast 
no ip route-cache 
no ip mroute-cache 
shutdown 
! 
ip default-gateway 10.3.1.1 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.3.1.1 
no ip http server 
! 
! 
! 
line con 0 
transport input none 
line aux 0 
transport input all 
line vty 0 4 
password alaska1
login 
! 
end
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WCCP の設定例
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IPv6 マルチキャスト PFC3 および DFC3 
レイヤ 3 スイッチングの設定

PFC3 および DFC3 は、IPv6 マルチキャスト トラフィックをハードウェアでサポートをしていま
す。Cisco IOS Software Release 12.2SX で IPv6 マルチキャストを設定する場合、次のマニュアルを
使用してください。

 • 『Cisco IOS IPv6 Configuration Library』の「Implementing IPv6 Multicast」
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_c/sa_mcast.htm

 • 『Cisco IOS IPv6 Command Reference』
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_r/index.htm

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX での IPv6 マルチキャスト サポートに関する追加情
報を示します。

 • IPv6 マルチキャストをサポートする機能（p.29-1）
 • IPv6 マルチキャストに関する注意事項および制約事項（p.29-2）
 • 新規または変更された IPv6 マルチキャスト コマンド（p.29-3）
 • IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定（p.29-3）
 • IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用（p.29-3）

IPv6 マルチキャストをサポートする機能
これらの機能は IPv6 マルチキャストをサポートします。

 • RPR 冗長モード — 第 6 章「RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成の設定」 を参照

 • Multicast Listener Discovery version 2 （MLDv2）スヌーピング — 第 30 章「IPv6 マルチキャス
ト トラフィック用の MLD スヌーピングの設定」 を参照

（注） MLDv1 スヌーピングはサポートされていません。

 • IPv6 マルチキャスト レート リミッタ — 第 44 章「DoS からの保護の設定」 を参照

 • IPv6 マルチキャストの Bootstrap Router（BSR; ブートストラップ ルータ） — 『Cisco IOS IPv6 
Configuration Library』および『Cisco IOS IPv6 Command Reference』の BSR 情報を参照。

 • IPv6 アクセス サービス — 「DHCPv6 Prefix Delegation」を参照 — 次の URL にある資料を参照

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm

 • IPv6 用 SSM マッピング — 次の資料を参照

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t13/ipv6_vgf.htm
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IPv6 マルチキャストに関する注意事項および制約事項
IPv6 マルチキャストに関する注意事項および制約事項
Cisco IOS Software Release 12.2SX の IPv6 マルチキャスト サポートには、次の注意事項と制約事
項が適用されます。

 • PFC3 と DFC3 は、以下についてハードウェアでサポートしています。

 – 完全にスイッチングされている IPv6 マルチキャスト フロー

 – IPv6 PIM 希薄モード（PIM-SM）（S,G）転送

（注） Release 12.2(33)SXH は、IPv6 PIM-SM（*,G）転送の初回サポートを提供します。

 – NetFlow テーブルを使用する IPv6 PIM-SM（S,G）トラフィックのマルチキャスト RPF 
チェック

 – マルチキャスト RPF チェックに失敗する IPv6 PIM-SM（S,G）トラフィックのレート制限

 – スタティック IPv6 マルチキャスト ルート

 – IPv6 用 SSM マッピング（PIM-SSM）

 – NetFlow テーブルを使用する IPv6 Multicast Forwarding Information Base（MFIB; マルチキャ
スト転送情報ベース）

 – NetFlow テーブルを使用する IPv6 distributed MFIB（dMFIB; 分散 MFIB）
 – リンクローカルおよびリンクグローバル IPv6 マルチキャスト スコープ 
 – ipv6 mfib hardware-switching コマンドを使用した出力マルチキャスト レプリケーション

 – マルチキャスト ルート用入力インターフェイス統計（出力インターフェイス統計はあり
ません）

 – RPR および RPR + 冗長モード — （第 6 章「RPR スーパーバイザ エンジンの冗長構成の
設定」 を参照）

 – 入力および出力 PFC QoS（第 36 章「PFC QoS の設定」 を参照）

 – 入力および出力 Cisco Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）

 • PFC3 と DFC3 は、次のものに対してはハードウェアでのサポートをしていません。

 – 部分的にスイッチングされている IPv6 マルチキャスト フロー

 – PIM-SM（*,G）トラフィックのマルチキャスト RPF チェック

 – マルチキャスト ヘルパー マップ

 – サイトローカル マルチキャスト スコープ

 – 手動で設定した IPv6 over IPv4 トンネル

 – IPv6 マルチキャスト 6to4 トンネル

 – IPv6 マルチキャスト自動化トンネル

 – IPv6 over GRE トンネル

 – IPv6-in-IPv6 PIM レジスタ トンネル

 – IPv6 マルチキャスト基本 ISATAP トンネル

 – 組み込み 6to4 トンネルのある ISATAP トンネル
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新規または変更された IPv6 マルチキャスト コマンド   
新規または変更された IPv6 マルチキャスト コマンド 
これらの IPv6 マルチキャスト コマンドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX 
Command References』を参照してください。

 • ipv6 mfib hardware-switching 

 • mls rate-limit multicast ipv6（第 44 章「DoS からの保護の設定」 を参照）

 • show ipv6 mfib 

 • show mls rate-limit（第 44 章「DoS からの保護の設定」 を参照）

 • show platform software ipv6-multicast 
 • show tcam interface 

IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを設定するには、次の作業を行います。

IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認する
ための show コマンドの使用

ここでは、IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用方
法について説明します。

 • MFIB クライアントの確認（p.29-4）
 • スイッチング能力の表示（p.29-4）
 • （S,G）転送能力の確認（p.29-4）
 • （*,G）転送能力の確認（p.29-5）
 • サブネット エントリのサポート ステータスの確認（p.29-5）
 • 現在のレプリケーション モードの確認（p.29-5）
 • レプリケーション モード自動検出ステータスの表示（p.29-5）
 • レプリケーション モード能力の表示（p.29-5）
 • サブネット エントリの表示（p.29-5）
 • IPv6 マルチキャスト要約情報の表示（p.29-6）
 • NetFlow ハードウェア転送カウントの表示（p.29-6）
 • FIB ハードウェア ブリッジングおよびドロップ カウントの表示（p.29-7）
 • 共有および well-known ハードウェア隣接カウンタの表示（p.29-7）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ipv6 unicast-routing すべてのレイヤ 3 インターフェイス上でユニキャ
スト ルーティングをイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# ipv6 multicast-routing すべてのレイヤ 3 インターフェイス上で PIM-SM 
をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# ipv6 mfib hardware-switching MFIB ハードウェア スイッチングをグローバルに
イネーブルにします。
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IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用
（注） 以下のセクションにある show コマンドは、スロット 1 に DFC3 を搭載したスイッチング モ
ジュールを備えたスイッチと、スロット 6 に PFC3 を搭載した Supervisor Engine 720 用に使用しま
す。

MFIB クライアントの確認

次に、show ipv6 mrib client コマンドの完全な出力例を示します。

Router# show ipv6 mrib client 
IP MRIB client-connections
mfib ipv6:81    (connection id 0)
igmp:124        (connection id 1)
pim:281 (connection id 2)
slot 1  mfib ipv6 rp agent:15   (connection id 3)
slot 6  mfib ipv6 rp agent:15   (connection id 4)

次に、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）で動作する MFIB クライアントを表示する例を示
します。

Router# show ipv6 mrib client | include ^mfib ipv6 
mfib ipv6:81    (connection id 0)

次に、PFC3 および DFC3 で動作する MFIB クライアントを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mrib client | include slot 
slot 1  mfib ipv6 rp agent:15   (connection id 3)
slot 6  mfib ipv6 rp agent:15   (connection id 4)

スイッチング能力の表示

次に、show platform software ipv6-multicast capability コマンドの完全な出力例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability 

 Hardware switching for IPv6 is enabled
 (S,G) forwarding for IPv6 supported using Netflow
 (*,G) bridging for IPv6 is supported using FIB
 Directly-connected entries for IPv6 is supported using ACL-TCAM.

Current System HW Replication Mode : Ingress
Auto-detection of Replication Mode : ON

Slot Replication-Capability Replication-Mode
   1 Ingress                Ingress 
   2 Egress                 Ingress 
   6 Egress                 Ingress 
   8 Ingress                Ingress 

（S,G）転送能力の確認

次に、（S,G）転送を確認する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | include (S,G) 
 (S,G) forwarding for IPv6 supported using Netflow
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IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用      
（*,G）転送能力の確認

次に、（*,G）転送を確認する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | include (\*,G) 
 (*,G) bridging for IPv6 is supported using FIB

サブネット エントリのサポート ステータスの確認

次に、サブネット エントリのサポート ステータスを確認する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | include entries 
 Directly-connected entries for IPv6 is supported using ACL-TCAM.

現在のレプリケーション モードの確認

次に、現在のレプリケーション モードを確認する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | include Current 
Current System HW Replication Mode : Ingress

（注） レプリケーション モード自動検出をイネーブルにするには、no ipv6 mfib hardware-switching 
replication-mode ingress を入力します。

レプリケーション モード自動検出ステータスの表示

次に、レプリケーション モード自動検出ステータスを表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | include detection 
Auto-detection of Replication Mode : ON

レプリケーション モード能力の表示

次に、インストールされているモジュールのレプリケーション モード能力を表示する例を示しま
す。

Router# show platform software ipv6-multicast capability | begin ^Slot 
Slot Replication-Capability Replication-Mode
   1 Ingress                Ingress 
   2 Egress                 Ingress 
   6 Egress                 Ingress 
   8 Ingress                Ingress 

サブネット エントリの表示

次に、サブネット エントリを表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast connected 
IPv6 Multicast Subnet entries
Flags : H - Installed in ACL-TCAM
        X - Not installed in ACL-TCAM due to
            label-full exception
Interface: Vlan20 [ H ]
         S:20::1 G:FF00::
Interface: Vlan10 [ H ]
         S:10::1 G:FF00::
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IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用
（注） この例では、VLAN 10 および VLAN 20 のサブネット エントリがあります。

IPv6 マルチキャスト要約情報の表示

次に、IPv6 マルチキャスト要約情報を表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast summary 
IPv6 Multicast Netflow SC summary on Slot[1]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(S, G)                      100
(*, G)                      0
IPv6 Multicast FIB SC summary on Slot[1]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(*, G/128)                  10
(*, G/m)                    47

IPv6 Multicast Netflow SC summary on Slot[6]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(S, G)                      100
(*, G)                      0
IPv6 Multicast FIB SC summary on Slot[6]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(*, G/128)                  10
(*, G/m)                    47

NetFlow ハードウェア転送カウントの表示

次に、NetFlow ハードウェア転送カウントを表示する例を示します。

Router# show platform software ipv6-multicast summary 
IPv6 Multicast Netflow SC summary on Slot[1]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(S, G)                      100
(*, G)                      0

（テキスト出力は省略）

IPv6 Multicast Netflow SC summary on Slot[6]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(S, G)                      100
(*, G)                      0

（テキスト出力は省略）

（注） PIM-SM（*,G）の転送が RP のソフトウェアでサポートされているため、NetFlow（*, G）のカウ
ントは常にゼロです。
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IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用      
FIB ハードウェア ブリッジングおよびドロップ カウントの表示

次に、FIB ハードウェア ブリッジングおよびドロップ ハードウェア カウントを表示する例を示
します。

Router# show platform software ipv6-multicast summary | begin FIB 
IPv6 Multicast FIB SC summary on Slot[1]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(*, G/128)                  10
(*, G/m)                    47

（テキスト出力は省略）

IPv6 Multicast FIB SC summary on Slot[6]:
Shortcut Type               Shortcut count
---------------------------+--------------
(*, G/128)                  10
(*, G/m)                    47

（注） • （*, G/128）値は、ハードウェア ブリッジ エントリ カウントです。

 • （*, G/m）値は、ハードウェア ブリッジ / ドロップ エントリ カウントです。

共有および well-known ハードウェア隣接カウンタの表示

show platform software ipv6-multicast shared-adjacencies コマンドは、FIB および ACL-TCAM 内の
エントリが IPv6 マルチキャストに使用する共有および well-known ハードウェア隣接カウンタを
表示します。

Router# show platform software ipv6-multicast shared-adjacencies 

---- SLOT [1] ----

Shared IPv6 Mcast Adjacencies Index  Packets       Bytes
----------------------------- ------ ------------- ------------------
Subnet bridge adjacency       0x7F802  0             0                 
Control bridge adjacency      0x7      0             0                 
StarG_M bridge adjacency      0x8      0             0                 
S_G bridge adjacency          0x9      0             0                 
Default drop adjacency        0xA      0             0                 
StarG (spt == INF) adjacency  0xB      0             0                 
StarG (spt != INF) adjacency  0xC      0             0                 

---- SLOT [6] ----

Shared IPv6 Mcast Adjacencies Index  Packets       Bytes
----------------------------- ------ ------------- ------------------
Subnet bridge adjacency       0x7F802  0             0                 
Control bridge adjacency      0x7      0             0                 
StarG_M bridge adjacency      0x8      0             0                 
S_G bridge adjacency          0x9      0             0                 
Default drop adjacency        0xA      28237         3146058           
StarG (spt == INF) adjacency  0xB      0             0                 
StarG (spt != INF) adjacency  0xC      0             0 
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IPv6 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを確認するための show コマンドの使用
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C H A P T E R30

IPv6 マルチキャスト トラフィック用の 
MLD スヌーピングの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で IPv6 マルチキャスト トラフィックの Multicast 
Listener Discovery（MLD）スヌーピングを設定する方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • IPv4 マルチキャスト トラフィックを抑制するには、第 32 章「IPv4 マルチキャスト トラ
フィック用 IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」を参照してください。

 • PFC3C モードおよび PFC3CXL モードでのみ、MLD バージョン 1（MLDv1）および MLD 
バージョン 2（MLDv2）をサポートします。

 • 以下のモードは MLD バージョン 2（MLDv2）のみサポートします。

 – PFC3A 
 – PFC3B 
 – PFC3BXL 

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • MLD スヌーピングの概要（p.30-2）
 • MLD スヌーピングのデフォルト設定（p.30-8）
 • MLD スヌーピング設定時の注意事項および制約事項（p.30-8）
 • MLD スヌーピング クエリア設定時の注意事項および制約事項（p.30-9）
 • MLD スヌーピング クエリアのイネーブル化（p.30-9）
 • MLD スヌーピングの設定（p.30-10）
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第 30 章      IPv6 マルチキャスト トラフィック用の MLD スヌーピングの設定            

MLD スヌーピングの概要
MLD スヌーピングの概要 
ここでは、MLD スヌーピングについて説明します。

 • MLD スヌーピングの概要（p.30-2）
 • MLD メッセージ（p.30-2）
 • 送信元ベースのフィルタリング（p.30-3）
 • EHT（p.30-3）
 • MLD スヌーピング プロキシ レポート機能（p.30-4）
 • IPv6 マルチキャストグループへの加入（p.30-4）
 • マルチキャスト グループからの脱退（p.30-6）
 • MLD スヌーピング クエリアの概要（p.30-7）

MLD スヌーピングの概要

MLD スヌーピングにより、スイッチで MLD パケットを調べ、パケットの内容に基づいて転送先
を決定できます。

MLD または MLD スヌーピング クエリアからの MLD クエリーを受信するサブネットで、MLD ス
ヌーピングを使用するように、スイッチを設定できます。MLD スヌーピングは、IPv6 マルチ
キャスト トラフィックが受信対象のポートだけに転送されるようにレイヤ 2 LAN ポートをダイ
ナミックに設定し、それによって、レイヤ 2 で IPv6 マルチキャスト トラフィックを抑制します。

MLD は、マルチキャスト ルータのレイヤ 3 で稼働し、マルチキャスト トラフィックのルーティ
ングが必要なサブネットでレイヤ 3 MLD クエリーを生成します。MLD の詳細については、次の
マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/ipv6_c/sa_mcast.htm

MLD スヌーピング クエリアをスイッチに設定して、マルチキャスト ルータ インターフェイスが
ないサブネットにおいて MLD スヌーピングをサポートできます。MLD スヌーピング クエリアの
詳細については、「MLD スヌーピング クエリアのイネーブル化」（p.30-9）を参照してください。

MLD（マルチキャスト ルータ上）またはローカルで、MLD スヌーピング クエリアは、スイッチ
が VLAN のすべてのポートを通じて転送する、一般的な MLD クエリーを定期的に送信し、ホス
トがそれに応答します。MLD スヌーピングは レイヤ 3 MLD トラフィックをモニタします。

（注） マルチキャスト グループで、VLAN 中に送信元のみがありレシーバーがない場合は、MLD ス
ヌーピングはマルチキャスト トラフィックをマルチキャスト ルータ ポート宛てのみに抑制しま
す。

MLD メッセージ

MLD メッセージは、次のとおりです。

 • マルチキャスト リスナー クエリー： 
 – 一般的なクエリー — どのマルチキャスト アドレスにリスナーがいるかを学習するために

マルチキャスト ルータから送信されます。

 – マルチキャスト アドレス固有クエリー — 特定のマルチキャスト アドレスにリスナーが
いるかどうかを学習するためにマルチキャスト ルータから送信されます。

 – マルチキャスト アドレスおよび送信元固有クエリー — 特定のマルチキャスト アドレス
用指定リストの送信元に、リスナーがいるかどうかを学習するために、マルチキャスト 
ルータから送信されます。
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MLD スヌーピングの概要 
 • マルチキャスト リスナー レポート 
 – 現在のステート レコード（送信請求） — ホストが関係するすべてのマルチキャスト グ

ループの INCLUDE または EXCLUDE モードを指定するために、クエリーに対する応答
でホストから送信されます。

 – フィルタ モード変更レコード（非送信請求） — 1 つまたは複数のマルチキャスト グルー
プの INCLUDE または EXCLUDE モードを変更するためにホストから送信されます。

 – 送信元リスト変更レコード（非送信請求） — マルチキャスト送信元に関する情報を変更
するためにホストから送信されます。

送信元ベースのフィルタリング

MLD は送信元ベースのフィルタリングを使用します。これによりホストおよびルータは、特定
のマルチキャスト グループで許可またはブロックされる送信元アドレスを特定できます。送信元
ベースのフィルタリングでは、MLD メッセージ内にある以下の情報に基づいてトラフィックの
許可またはブロックを行います。

 • 送信元リスト

 • INCLUDE または EXCLUDE モード

レイヤ 2 テーブルが（MAC グループ、VLAN）ベースのため、MLD のホストを使用する場合、
マルチキャストの送信元は、各 MAC グループごとに 1 つだけ設定することを推奨します。

（注） 送信元ベースのフィルタリングは、ハードウェアではサポートされません。このステートはソフ
トウェアでのみ維持され、EHT および統計情報収集に使用されます。

EHT
MLD では、ポート上のメンバシップ情報の明示的なトラッキングをサポートします。明示的な
トラッキング データベースは、高速脱退処理、プロキシ レポート機能、統計情報収集に使用さ
れます。VLAN で明示的なトラッキングがイネーブルの場合、MLD スヌーピング ソフトウェア
はホストから受信する MLD 通知を処理し、次の情報を含む 明示的なトラッキング データベース
を作成します。

 • ホストに接続されたポート

 • ホストによって報告されたチャネル

 • ホストによって報告された各グループのフィルタ モード

 • ホストによって報告された各グループの送信元リスト

 • 各グループのルータ フィルタ モード

 • 送信元を要求するグループごとのホスト リスト

（注） • EHT をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能がディセーブルに
なります。

 • EHT がイネーブルでスイッチが report-suppression モードで動作している場合、マルチキャス
ト ルータは VLAN インターフェイスを介してアクセスされるホストをすべてトラッキングで
きない場合があります。
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MLD スヌーピングの概要
MLD スヌーピング プロキシ レポート機能

MLD にはレポート抑制がないので、すべてのホストがクエリーに応じて詳細なマルチキャスト 
メンバシップ情報をルータに送信します。スイッチは応答をスヌーピングし、データベースを更
新し、レポートをルータに転送します。マルチキャスト ルータがレポートで過負荷になるのを防
止するために、MLD スヌーピングはプロキシ レポート機能を実行します。

プロキシ レポート機能は、マルチキャスト グループの 初のレポートのみをルータに転送し、
同じマルチキャスト グループの他のレポートをすべて抑制します。

プロキシ レポート機能は、送信請求レポートと非送信請求レポートの両方を処理します。プロキ
シ レポート機能はイネーブルで、ディセーブルにすることはできません。

（注） EHT をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能がディセーブルにな
ります。

IPv6 マルチキャストグループへの加入

ホストは、IPv6 マルチキャスト ルータからの一般的なクエリーに応じて、非送信請求 MLD レ
ポートを送信するか、または MLD レポートを送信して、IPv6 マルチキャスト グループに参加し
ます（スイッチは、一般的なクエリーを、IPv6 マルチキャスト ルータから VLAN 中のすべての
ポートに転送します）。スイッチは、これらのレポートをスヌーピングします。

スヌーピングされた MLD レポートに応じて、スイッチは、レポートを受信した VLAN のレイヤ 
2 転送テーブルにエントリを 1 つ作成します。このマルチキャスト トラフィックに関係する別の
ホストが MLD レポートを送る場合、スイッチは、レポートをスヌーピングして既存のレイヤ 2 
転送テーブル エントリにそれを追加します。スイッチは、MLD レポートをスヌーピングする各
マルチキャスト グループ用レイヤ 2 転送テーブルで、VLAN あたり 1 つのエントリのみを生成し
ます。

MLD スヌーピングは、マルチキャスト グループごとに 1 つを除いたすべてのホスト レポートを
抑制し、その 1 つのレポートを IPv6 マルチキャスト ルータに転送します。

スイッチは、レポートで指定されたマルチキャスト グループ用のマルチキャスト トラフィック
を、レポートを受信したインターフェイスに転送します（図 30-1 参照）。

MLD スヌーピングを通じて学習されるレイヤ 2 マルチキャスト グループは、ダイナミックです。
ただし、mac-address-table static コマンドを使用して、レイヤ 2 マルチキャスト グループをスタ
ティックに設定することもできます。マルチキャスト グループ アドレスのグループ メンバシッ
プをスタティックに指定した場合、そのスタティックな設定は、MLD スヌーピングの学習より
も優先されます。マルチキャスト グループ メンバシップのリストは、スタティックな設定値と、
MLD スヌーピングによって学習された設定値の両方で構成できます。
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MLD スヌーピングの概要 
図 30-1 初期 MLD リスナー レポート 

マルチキャスト ルータ A が MLD 一般クエリーをスイッチに送信し、スイッチがそのクエリー
を、同じ VLAN のすべてのメンバーのポート 2 ～ 5 に転送します。ホスト 1 は、IPv6 マルチキャ
スト グループに加入する意思があり、MLD レポートを 0x0100.5E01.0203 と同じ MAC 宛先アド
レスを持つグループにマルチキャストします。スイッチは、ホスト 1 による MLD レポート マル
チキャストをスヌーピングすると、MLD レポート内の情報を利用して、表 30-1 に示すように転
送テーブル エントリを作成します。これには、ホスト 1 のポート番号、マルチキャスト ルータ、
およびスイッチが含まれます。 

スイッチ ハードウェアは、MLD 情報パケットを、マルチキャスト グループ用の他のパケットと
区別できます。テーブル中の 初のエントリは、MLD パケットのみを CPU に送信するように指
示します。これによって、スイッチ がマルチキャスト フレームで過負荷になるのを防止できま
す。2 番めのエントリは、MLD パケット（!MLD）ではない 0x0100.5E01.0203 マルチキャスト 
MAC アドレス宛てのフレームをマルチキャスト ルータとグループに加入したホストに送信する
ように指示します。

別のホスト（たとえば、ホスト 4）が、同じグループ用に非送信請求 MLD レポートを送る場合
（図 30-2 を参照）、スイッチがそのメッセージをスヌーピングし、ホスト 4 のポート番号を転送
テーブルに追加します（表 30-2 を参照）。転送テーブルはスイッチ宛てにのみ MLD メッセージ
を送るので、メッセージは他のポートへフラッディングされません。認識されているマルチキャ
スト トラフィックは、スイッチ宛てではなくグループ宛てに転送されます。

CPU

 1  2  3  4

 A

MLDv2 

VLAN
PFC

1

0

2 3 4 5

13
01

43

表 30-1 MLD スヌーピング転送テーブル

宛先 MAC アドレス パケットのタイプ ポート

0100.5exx.xxxx MLD 0

0100.5e01.0203 !MLD 1、2 
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MLD スヌーピングの概要
図 30-2 2 番めのホストのマルチキャスト グループへの加入

マルチキャスト グループからの脱退

ここでは、マルチキャスト グループからの脱退について説明します。

 • 通常の脱退処理（p.30-6）
 • 高速脱退処理（p.30-7）

通常の脱退処理

関連するホストは、一般的な MLD クエリーに定期的に応答を続ける必要があります。VLAN 中
の 1 つまたは複数のホストが一般的な MLD クエリーに定期的に応答しているかぎり、マルチ
キャスト ルータは引き続きマルチキャスト トラフィックを VLAN に転送します。ホストをマル
チキャスト グループから脱退させたい場合は、そのホストで定期的な一般的 MLD クエリーを無
視するか（「暗黙的脱退」と言います）、またはグループ固有の MLD フィルタ モード変更レコー
ドを送信します。

MLD スヌーピングが、グループの EXCLUDE モードを設定するホストからフィルタ モード変更
レコードを受信すると、MAC アドレスの一般的なクエリーを送信して、そのインターフェイス
に接続されている他のホストがその特定のマルチキャスト グループに対するトラフィックに関係
があるかどうかを判断します。

MLD スヌーピングが、この一般的なクエリーに対して MLD レポートを受信しなかった場合、イ
ンターフェイスに接続されている他のホストの中に、このマルチキャスト グループのトラフィッ
クの受信に関与しているホストはないとみなし、指定されたマルチキャスト グループに対応する
レイヤ 2 転送テーブル エントリからそのインターフェイスを削除します。

表 30-2 更新された MLD スヌーピング転送テーブル

宛先 MAC アドレス パケットのタイプ ポート

0100.5exx.xxxx MLD 0

0100.5e01.0203 !MLD 1、2、5

CPU

 1  2  3  4

 A

PFC
VLAN

1

0

2 3 4 5

45
75

1
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MLD スヌーピングの概要 
残りのインターフェイスのうち、グループに関係するホストが接続されたインターフェイスから
のみフィルタ モード変更レコードが送信され、一般的なクエリーに応答する MLD レポートを 
MLDv2 スヌーピングが受信しない場合、MLD スヌーピングはグループ エントリを削除して、
MLD フィルタ モード変更レコードをマルチキャスト ルータにリレーします。マルチキャスト 
ルータが VLAN からレポートを受信しない場合、マルチキャスト ルータは MLD キャッシュから
その VLAN 用のグループを削除します。

テーブル エントリを更新するまでスイッチが待機する時間を、「 終メンバー クエリー時間」と
呼びます。この時間を設定するには、ipv6 mld snooping last-member-query-interval interval コマ
ンドを入力します。

高速脱退処理

高速脱退処理は、デフォルトでイネーブルに設定されています。高速脱退処理をディセーブルに
するには、EHT をオフにします。

高速脱退処理は、送信元グループ ベースのメンバシップ情報をソフトウェアに維持し、LTL イ
ンデックスを MAC GDA 単位で割り当てることによって実装されます。

高速脱退処理をイネーブルにすると、ホストは送信元からこれ以上トラフィックを受信しない場
合に特定のグループに対し BLOCK_OLD_SOURCES{src-list} メッセージを送信します。スイッチ
がホストからこのメッセージを受信すると、スイッチは特定グループのホストの送信元リストを
解析します。この送信元リストが Leave メッセージで受信されたリストとまったく同じである場
合、スイッチは LTL インデックスからホストを削除し、このマルチキャスト グループ トラ
フィックをホストへ転送するのを停止します。

送信元リストが一致しない場合、ホストがいずれの送信元からのトラフィック受信にも関与しな
くなるまで、スイッチはホストを LTL インデックスから削除しません。

（注） EHT をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能がディセーブルにな
ります。

MLD スヌーピング クエリアの概要

マルチキャスト トラフィックをルーティングする必要がないため、PIM および MLD を設定して
いない VLAN 内で MLD スヌーピングをサポートするには、MLD スヌーピング クエリアを使用
します。

IP マルチキャスト ルーティングが設定されたネットワークでは、IP マルチキャスト ルータが 
MLD クエリアとして機能します。VLAN の IP マルチキャスト トラフィックに、レイヤ 2 スイッ
チングのみを行う必要がある場合、IP マルチキャスト ルータは必要ではありません。ただし、
VLAN 上に IP マルチキャスト ルータがない場合には、クエリーを送信できるよう他のスイッチ
を MLD クエリアとして設定する必要があります。

MLD スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、MLD スヌーピング クエリアは、IP マルチ
キャスト トラフィックの受信を希望するスイッチから、MLD レポート メッセージを開始する 
MLD クエリーを定期的に送信します。MLD スヌーピングはこれらの MLD レポートを待ち受け
て、適切な転送を確立します。

MLD スヌーピング クエリアは、VLAN 内のすべての switches でイネーブルにできます。ただし 
VLAN が、MLD を使用して IP マルチキャスト トラフィックの情報をレポートするスイッチに接
続されている場合は、VLAN ごとに 1 つ以上のスイッチを MLD スヌーピング クエリアとして設
定する必要があります。

IP マルチキャスト ルーティングがイネーブルであるかどうかにかかわらず、VLAN 上で MLD ク
エリーを生成するようにスイッチを設定できます。
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MLD スヌーピングのデフォルト設定
MLD スヌーピングのデフォルト設定
表 30-3 に、MLD スヌーピングのデフォルト設定を示します。

MLD スヌーピング設定時の注意事項および制約事項
MLD スヌーピングを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • PFC3C モードおよび PFC3CXL モードでのみ、MLD バージョン 1（MLDv1）および MLD 
バージョン 2（MLDv2）をサポートします。

 • 以下のモードは MLD バージョン 2（MLDv2）のみサポートします。

 – PFC3A 
 – PFC3B 
 – PFC3BXL 

 • MLD は、Internet Group Management Protocol version 3（IGMPv3）から派生したものです。
MLD プロトコル動作とステート移行、ホストとルータの動作、クエリーとレポート メッ
セージの処理、メッセージ転送ルール、タイマー動作は、IGMPv3 とまったく同じです。
MLD プロトコルの詳細については、draft-vida-mld-v2.02.txt を参照してください。

 • MLD プロトコル メッセージは、Internet Control Message Protocol version 6（ICMPv6）メッ
セージです。

 • MLD メッセージ形式は、IGMPv3 メッセージとほぼ同一です。

 • Cisco IOS ソフトウェアの IPv6 マルチキャストは、MLD バージョン 2 を使用します。この 
MLD バージョンは、MLD バージョン 1 と完全な下位互換性があります（RFC 2710 で規定）。
MLD バージョン 1 のみをサポートするホストは、MLD バージョン 2 を実行しているルータ
と相互運用します。MLD バージョン 1 と MLD バージョン 2 ホストの両方が混在する LAN は
サポートされます。

 • MLD スヌーピングは、プライベート VLAN をサポートします。プライベート VLAN は、
MLD スヌーピングに制約を課しません。

 • MLD スヌーピングは MAC マルチキャスト グループ 0100.5e00.0001 ～ 0100.5eff.ffff のトラ
フィックを抑制します。

 • MLD スヌーピングは、ルーティング プロトコルによって生成されたレイヤ 2 マルチキャス
トは抑制しません。

表 30-3 MLD スヌーピングのデフォルト設定 

機能 デフォルト値

MLD スヌーピング クエリア ディセーブル

MLD スヌーピング イネーブル

マルチキャスト ルータ 設定なし

MLD レポート抑制 イネーブル

MLD スヌーピング ルータ学習方
式

PIM または MLD パケットによって自動的に学習

高速脱退処理 イネーブル

MLD EHT イネーブル
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MLD スヌーピング クエリア設定時の注意事項および制約事項  
MLD スヌーピング クエリア設定時の注意事項および制
約事項

MLD スヌーピング クエリアを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • グローバル コンフィギュレーション モードで VLAN を設定します（第 17 章「VLAN の設定」 
を参照）。

 • VLAN インターフェイスの IPv6 アドレスを設定します（第 24 章「レイヤ 3 インターフェイ
スの設定」 を参照）。MLD スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IPv6 アドレスをクエ
リー送信元アドレスとして使用します。

 • VLAN インターフェイスに IPv6 アドレスが設定されていないと、MLD スヌーピング クエリ
アは起動しません。MLD スヌーピング クエリアは、IPv6 アドレスが消去されるとディセー
ブルになります。MLD スヌーピング クエリアは、イネーブルの場合、IPv6 アドレスを設定
すると再起動します。

 • MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにすると、IPv6 マルチキャスト ルータからの MLD 
トラフィックを検出しても起動しません。

 • MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにすると、IPv6 マルチキャスト ルータから MLD 
トラフィックが検出されない場合、60 秒後に起動します。

 • MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにしても、IPv6 マルチキャスト ルータからの MLD 
トラフィックを検出するとディセーブルになります。

 • MLD スヌーピングがイネーブルの場合、QoS（Quality of Service）は MLD パケットをサポー
トしません。

 • VLAN 内の switches は、MLD スヌーピング クエリアをサポートする場合はすべてで、MLD 
スヌーピング クエリアをイネーブルにできます。1 つのスイッチをクエリアとして選択しま
す。

MLD スヌーピング クエリアのイネーブル化 
マルチキャスト トラフィックをルーティングする必要がないため、PIM および MLD を設定して
いない VLAN 内で MLD スヌーピングをサポートするには、MLD スヌーピング クエリアを使用
します。

VLAN で MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 address 
prefix/prefix_length 

IPv6 アドレスおよび IPv6 サブネットを設定しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# ipv6 mld snooping querier MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにしま
す。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping querier MLD スヌーピング クエリアをディセーブルにし
ます。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show ipv6 mld interface vlan vlan_ID | 
include querier 

設定を確認します。
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MLD スヌーピングの設定
次に、VLAN 200 で MLD スヌーピング クエリアをイネーブルにし、設定を確認する例を示しま
す。

Router# interface vlan 200 
Router(config-if)# ipv6 address 2001:0DB8:0:1::/64 eui-64 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping querier 
Router(config-if)# end 
Router# show ipv6 mld interface vlan 200 | include querier 
  MLD snooping fast-leave is enabled and querier is enabled 

MLD スヌーピングの設定

（注） MLD スヌーピングを使用するには、IPv6 マルチキャスト ルーティング用に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 MLD スヌーピング クエリアをイネーブ
ルにします（「MLD スヌーピング クエリアのイネーブル化」[p.30-9] を参照）。

ここでは、MLD スヌーピングを設定する手順について説明します。

 • MLD スヌーピングのイネーブル化（p.30-10）
 • マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続の設定（p.30-11）
 • 高速脱退処理のイネーブル化（p.30-13）
 • EHT の設定（p.30-13）
 • レポート抑制の設定（p.30-14）
 • MLD スヌーピング情報の表示（p.30-14）

（注） グローバルにイネーブルにするコマンドを除き、すべての MLD スヌーピング コマンドは VLAN 
インターフェイス上でのみサポートされます。

MLD スヌーピングのイネーブル化

MLD スヌーピングをグローバルにイネーブル化するには、次の作業を行います。

次に、MLD スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router(config)# ipv6 mld snooping 
Router(config)# end 
Router# show ipv6 mld interface vlan 200 | include globally 
  MLD snooping is globally enabled
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ipv6 mld snooping MLD スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config)# no ipv6 mld snooping MLD スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show ipv6 mld interface vlan vlan_ID | 
include globally 

設定を確認します。
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MLD スヌーピングの設定 
特定の VLAN で MLD スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 25 で MLD スヌーピングをイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router# interface vlan 25 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping 
Router(config-if)# end 
Router# show ipv6 mld interface vlan 25 | include snooping 
  MLD snooping is globally enabled
  MLD snooping is enabled on this interface 
  MLD snooping fast-leave is enabled and querier is enabled
  MLD snooping explicit-tracking is enabled
  MLD snooping last member query response interval is 1000 ms
  MLD snooping report-suppression is disabled
Router#

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続の設定

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続を設定するには、次の作業を行います。

スタティックな接続を設定する場合、disable-snooping キーワードを入力することで、スタ
ティックに設定されたマルチキャスト MAC アドレスにアドレス指定されたマルチキャスト トラ
フィックが、同じ VLAN 内の別のポートに送信されるのも防止できます。

次に、マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続を設定する例を示します。

Router(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 12 interface fastethernet 5/7 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping MLD スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping MLD スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show ipv6 mld interface vlan vlan_ID | 
include snooping 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mac-address-table static mac_addr 
vlan vlan_id interface type1 slot/port 
[disable-snooping]

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接
続を設定します。

Router(config)# no mac-address-table static 
mac_addr vlan vlan_id 

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接
続を消去します。

ステップ 2 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mac-address-table address mac_addr 設定を確認します。
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MLD スヌーピングの設定
マルチキャスト ルータ ポートのスタティックな設定

マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を設定するには、次の作業を行います。

ルータへのインターフェイスは、コマンドを入力する VLAN に存在する必要があります。イン
ターフェイスは管理上アップ状態で、回線プロトコルはアップ状態である必要があります。

次に、マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を設定する例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping mrouter interface fastethernet 5/6 
Router(config-if)#

MLD スヌーピング クエリー時間の設定

特定のマルチキャスト グループにホストがまだ関係しているかどうかを判別するグループ固有の
クエリーを送信したあとで、スイッチが待機する時間を設定できます。

（注） MLD スヌーピング高速脱退処理と MLD スヌーピング クエリー時間の両方を設定した場合は、高
速脱退処理が優先されます。

スイッチによって送信される MLD スヌーピング クエリーの待機時間を設定するには、次の作業
を行います。

次に、MLD スヌーピング クエリー時間を設定する例を示します。

Router(config-if)# ipv6 mld snooping last-member-query-interval 1000
Router(config-if)# exit
Router# show ipv6 mld interface vlan 200 | include last 
  MLD snooping last member query response interval is 1000 ms 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping mrouter 
interface type1 slot/port

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を
設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show ipv6 mld snooping mrouter 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping 
last-member-query-interval interval 

スイッチによって送信される IGMP クエリーの待
機時間を設定します。デフォルトは 1 秒です。有
効な範囲は 1000 ～ 9990 ミリ秒です。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping 
last-member-query-interval 

デフォルト値に戻します。

ステップ 3 Router# show ipv6 mld interface vlan vlan_ID | 
include last 

設定を確認します。
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MLD スヌーピングの設定 
高速脱退処理のイネーブル化

VLAN 上で高速脱退処理をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 インターフェイスで高速脱退処理をイネーブルにし、設定を確認する例を示し
ます。

Router# interface vlan 200 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping fast-leave 
Configuring fast leave on vlan 200
Router(config-if)# end 
Router# show ipv6 mld interface vlan 200 | include fast-leave 
  MLD snooping fast-leave is enabled and querier is enabled
Router#

SSM セーフ レポート機能のイネーブル化

SSM セーフ レポート機能をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、SSM セーフ レポート機能を設定する例を示します。

Router(config)# interface vlan 10 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping ssm-safe-reporting 

EHT の設定 

（注） EHT をディセーブルにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能がディセーブルにな
ります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping fast-leave VLAN 上で高速脱退処理をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping 
fast-leave 

VLAN 上で高速脱退処理をディセーブルにしま
す。

ステップ 3 Router# show ipv6 mld interface vlan vlan_ID | 
include fast-leave 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping 
ssm-safe-reporting

SSM セーフ レポート機能をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping 
ssm-safe-reporting

設定を消去します。
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VLAN で EHT をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、EHT をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface vlan 25
Router(config-if)# ipv6 mld snooping explicit-tracking
Router(config-if)# end
Router# show ipv6 mld snooping explicit-tracking vlan 25 
Source/Group                    Interface    Reporter        Filter_mode
------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE 
10.2.2.2/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE 

レポート抑制の設定

VLAN レポート抑制をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、EHT をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface vlan 25 
Router(config-if)# ipv6 mld snooping report-suppression 
Router(config-if)# end 
Router# Router# show ipv6 mld interface vlan 25 | include report-suppression 
  MLD snooping report-suppression is enabled

MLD スヌーピング情報の表示

ここでは、MLD スヌーピング情報の表示方法について説明します。

 • マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示（p.30-15）
 • MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示（p.30-15）
 • VLAN インターフェイスの MLD スヌーピング情報の表示（p.30-15）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping 
explicit-tracking 

EHT をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping 
explicit-tracking

EHT 設定を消去します。

ステップ 3 Router# show ipv6 mld snooping explicit-tracking 
vlan vlan_ID 

EHT を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ipv6 mld snooping 
report-suppression 

レポート抑制をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ipv6 mld snooping 
report-suppression 

レポート抑制設定を消去します。

ステップ 3 Router# show ipv6 mld interface vlan_ID | include 
report-suppression 

レポート抑制のステータスを表示します。
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マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示

IGMP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータの接続先インター
フェイスを自動的に学習します。

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 のマルチキャスト ルータ インターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping mrouter vlan 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
Router#

MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示

VLAN の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table multicast vlan 1
vlan   mac address     type    qos             ports
-----+---------------+--------+---+--------------------------------
  1  0100.5e02.0203  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0127  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0128  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0001  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router,Switch
Router#

次に、ある VLAN について MAC アドレス エントリの総数を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table multicast 1 count

Multicast MAC Entries for vlan 1:    4
Router#

VLAN インターフェイスの MLD スヌーピング情報の表示

VLAN インターフェイスについて MLD スヌーピング情報を表示するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router# show ipv6 mld snooping mrouter 
vlan_ID 

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表
示します。

コマンド 目的

Router# show mac-address-table multicast vlan_ID 
[count]

VLAN の MAC アドレス マルチキャス
ト エントリを表示します。

コマンド 目的

Router# show ipv6 mld snooping 
{{explicit-tracking vlan_ID}| {mrouter 
[vlan vlan_ID]} | {report-suppression vlan 
vlan_ID} | {statistics vlan vlan_ID} 

特定の VLAN インターフェイス上の MLD ス
ヌーピング情報を表示します。
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MLD スヌーピングの設定
次に、VLAN 25 の明示的なトラッキング情報を表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping explicit-tracking vlan 25 
Source/Group                    Interface    Reporter        Filter_mode
------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE    
10.2.2.2/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE 

次に、VLAN 1 のマルチキャスト ルータ インターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping mrouter vlan 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router

次に、VLAN 25 の IGMP スヌーピング統計情報の例を示します。

Router# show ipv6 mld snooping statistics interface vlan 25

Snooping staticstics for Vlan25
#channels:2
#hosts   :1
 
Source/Group            Interface       Reporter      Uptime        Last-Join   Last-Leave
10.1.1.1/226.2.2.2      Gi1/2:Vl25      16.27.2.3     00:01:47      00:00:50      -     
10.2.2.2/226.2.2.2      Gi1/2:Vl25      16.27.2.3     00:01:47      00:00:50      - 
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチン
グの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを設
定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要（p.31-1）
 • IPv4 双方向 PIM の概要（p.31-7）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定（p.31-7）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング設定時の注意事項および制約事項（p.31-8）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定（p.31-9）
 • IPv4 双方向 PIM の設定（p.31-23）

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要
ここでは、IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの機能について説明します。

 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要（p.31-2）
 • マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ（p.31-2）
 • レイヤ 3 スイッチド マルチキャスト パケットの書き換え（p.31-3）
 • フローの部分的なスイッチングおよび完全なスイッチング（p.31-3）
 • 非 RPF トラフィックの処理（p.31-5）
 • マルチキャスト境界（p.31-7）
 • IPv4 双方向 PIM の概要（p.31-7）
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要
IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要

Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）は、ハードウェア レプリケーション テー
ブルおよびハードウェア Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング）

（PFC の Forwarding Information Base [FIB; 転送情報ベース ] および隣接テーブルを使用）を使用し
て、IP マルチキャスト フローのレイヤ 3 スイッチング機能を提供します。DFC を装備したシス
テムでは、IP マルチキャスト フローは、Multicast Distributed Hardware Switching（MDHS）を使用
してローカルにレイヤ 3 スイッチングされます。MDHS は、各 DFC 上のローカルなハードウェ
ア CEF テーブルおよびレプリケーション テーブルを使用して、DFC を装備した各スイッチング 
モジュール上で、レイヤ 3 スイッチングおよび RPF 障害のレート制限をローカルに実行します。

PFC および DFC は、（*,G）ステート フローのハードウェア スイッチングをサポートします。
PFC および DFC は、非 RPF トラフィックのレート制限をサポートします。

マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングは、高度な Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特
定用途向け IC）スイッチング ハードウェアを使用して、IP サブネット間で IP マルチキャスト 
データ パケット フローを転送します。その結果、プロセッサを集中的に使用するマルチキャス
ト転送および複製といったネットワーク ルータの負荷を軽減します。

ハードウェア スイッチングが不可能なレイヤ 3 フローは、引き続きルータによってソフトウェア
で転送されます。ルートの決定には、PIM が使用されます。

PFC および DFC はいずれも、レイヤ 2 マルチキャスト転送テーブルを使用して、レイヤ 2 マルチ
キャスト トラフィックを転送するポート（ある場合）を判別します。マルチキャスト転送テーブ
ル エントリは、Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコ
ル）スヌーピングとともに読み込まれます（第 32 章「IPv4 マルチキャスト トラフィック用 
IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」を参照）。

マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ

ここでは、PFC および DFC がハードウェア テーブルにレイヤ 3 スイッチング情報を保持する方
法について説明します。

PFC および DFC は、適切なマスクを使用して（S,G）または（*,G）フローをハードウェア FIB 
読み込みます。たとえば、（S/32, G/32）および（*/0, G/32）などです。RPF インターフェイスお
よび隣接ポインタ情報も、各エントリに保存されます。隣接テーブルには、書き換え情報および
レプリケーション エントリへのポインタが含まれます。フローが FIB エントリと一致した場合、
RPF チェックによって着信インターフェイス /VLAN がエントリと比較されます。一致しない場
合は RPF 障害であり、レート制限機能がイネーブルになっている場合はレート制限の対象になり
ます。

Route Processor（RP; ルート プロセッサ）は新しいフローのトラフィックを受信するたびに、自
身のマルチキャスト ルーティング テーブルをアップデートし、新しい情報を PFC に転送します。
さらに、RP 上のマルチキャスト ルーティング テーブルのエントリが期限切れになると、RP はそ
のエントリを削除し、アップデートされた情報を PFC に転送します。DFC を装備したシステム
では、すべての DFC および PFC に対称的にフローが読み込まれます。

レイヤ 3 スイッチング キャッシュには、すべてのアクティブなレイヤ 3 スイッチド フローに関す
る情報が含まれます。スイッチング キャッシュが読み込まれたあと、既存のフローに属すること
が識別されたマルチキャスト パケットは、そのフローに対応するキャッシュ エントリに基づい
て、レイヤ 3 スイッチングされます。PFC はキャッシュ エントリごとに、IP マルチキャスト グ
ループに対応する発信インターフェイスのリストを維持します。PFC はこのリストを使用して、
特定のマルチキャスト フローからのトラフィックをどの VLAN に複製しなければならないかを
識別します。

レイヤ 3 スイッチング キャッシュ エントリに有効なコマンドは、次のとおりです。

 • clear ip mroute コマンドを使用してマルチキャスト ルーティング テーブルを消去すると、マ
ルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ エントリがすべて消去されます。
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 • no ip multicast-routing コマンドを使用して RP 上の IP マルチキャスト ルーティングをディ
セーブルにすると、PFC 上のマルチキャスト レイヤ 3 スイッチング キャッシュ エントリが
すべて消去されます。

 • no mls ip multicast コマンドを使用してインターフェイス単位でマルチキャスト レイヤ 3 ス
イッチングをディセーブルにすると、そのインターフェイスを RPF インターフェイスとして
使用するフローが、ソフトウェア上で RP によってのみルーティングされます。

レイヤ 3 スイッチド マルチキャスト パケットの書き換え

マルチキャスト送信元から宛先マルチキャスト グループへマルチキャスト パケットがレイヤ 3 
スイッチングされる場合、PFC および DFC は、RP から得た情報とその隣接テーブルに保存され
ている情報に基づき、パケットの書き換えを実行します。

たとえば、サーバ A が IP マルチキャスト グループ G1 を宛先とするマルチキャスト パケットを
送信するとします。送信元 VLAN 以外の VLAN 上にグループ G1 のメンバーが存在する場合、
PFC は他の VLAN にトラフィックを複製するとき、パケットの書き換えを実行しなければなりま
せん（スイッチはさらに、送信元 VLAN 内でパケットをブリッジします）。

PFC がマルチキャスト パケットを受信した時点でのパケットの形式は（概念的には）、次のとお
りです。

PFC は、パケットを次のように書き換えます。

 • レイヤ 2 フレーム ヘッダーの送信元 MAC アドレスを、ホストの MAC アドレスから RP の 
MAC アドレスに変更します（システムに組み込まれている MAC アドレスです。この MAC 
アドレスは、すべての発信インターフェイスの場合と同じで変更できません。この MAC ア
ドレスを表示するには、show mls multicast statistics コマンドを使用します）。

 • IP ヘッダーの Time to Live（TTL; 存続可能時間）を 1 だけ減らし、IP ヘッダー チェックサム
を再計算します。

その結果、表示される書き換えられた IP マルチキャスト パケットは、ルーティングされている
ことになります。PFC は書き換えたパケットを該当する宛先 VLAN に複製し、パケットはその 
VLAN 上で IP マルチキャスト グループ G1 のメンバーに転送されます。

PFC がパケットの書き換えを行ったあとの形式は（概念的には）、次のとおりです。
 

フローの部分的なスイッチングおよび完全なスイッチング

特定のフローで、1 つまたは複数の発信レイヤ 3 インターフェイスがマルチレイヤ スイッチング
され、1 つまたは複数の発信インターフェイスがマルチレイヤ スイッチングされない場合、その
フローは部分的にスイッチングされているとみなされます。部分的にスイッチングされるフロー

レイヤ 2 フレーム ヘッダー レイヤ 3 IP ヘッダー
デー
タ

FC
S

宛先 送信元 宛先 送信元 TTL チェックサム

グループ G1 MAC1 
1. この例では、宛先 B はグループ G1 のメンバーです。

送信元 A MAC グループ G1 IP 送信元 A IP n 計算 1 

フレーム ヘッダー IP ヘッダー
デー
タ

FC
S

宛先 送信元 宛先 送信元 TTL チェックサム

グループ G1 MAC RP MAC グループ G1 IP 送信元 A IP n–1 計算 2 
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が作成されると、そのフローに属するすべてのマルチキャスト トラフィックが RP に到達し、マ
ルチレイヤ スイッチングされない発信インターフェイス上でソフトウェアによって転送されま
す。

ここでは、フローの部分的なスイッチングおよび完全なスイッチングについて説明します。

 • フローの部分的スイッチング（p.31-4）
 • フローの完全スイッチング（p.31-5）

フローの部分的スイッチング

次の状況で、フローは完全にスイッチングされずに部分的にスイッチングされる可能性がありま
す。

 • マルチキャスト送信元の RPF インターフェイスで、スイッチが IP マルチキャスト グループ
のメンバーとして設定されている場合（ip igmp join-group コマンドを使用）

 • 登録ステートの間 PIM 希薄モードで、スイッチが送信元への 初のホップ ルータである場合
（この場合、スイッチは Rendezvous Point [RP; ランデブー ポイント ] に PIM 登録メッセージを
送信しなければなりません）

 • フローの発信インターフェイスで、マルチキャスト TTL しきい値が設定されている場合（ip 
multicast ttl-threshold コマンドを使用）

 • フローの RPF インターフェイスにマルチキャスト ヘルパーが設定されていて、マルチキャス
トからブロードキャストへの変換が必要な場合

 • 発信インターフェイスが Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）
トンネル インターフェイスの場合

 • 発信インターフェイスが Distance Vector Multicast Routing Protocol（DVMRP; ディスタンスベ
クトル マルチキャスト ルーティング プロトコル）トンネル インターフェイスの場合

 • インターフェイスに Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）が設定
されていて、発信インターフェイス用に送信元アドレスの変換が必要な場合

 • 発信インターフェイスが特定のフローでレイヤ 3 スイッチングされない場合、フローは部分
的にスイッチングされます

次の状況で、（S,G）フローは完全にスイッチングされずに部分的にスイッチングされます。

 • （S,G）エントリに RPT ビット（R ビット）が設定されている場合、（S,G）フローは部分的に
スイッチングされます。

 • （S,G）エントリに Shortest-Path-Tree（SPT）ビット（T フラグ）およびプルーニング ビット
（P フラグ）が設定されていない場合、（S,G）フローは部分的にスイッチングされます。

次の状況で、（*,G）フローは完全にスイッチングされずに部分的にスイッチングされます。

 • 共有ツリーから SPT へのしきい値が無限に等しくならない場合、（*,G）フローは 後のホッ
プ リーフ ルータ上で部分的にスイッチングされます。これによって、フローは SPT から移
行できます。

 • 少なくとも 1 つの（S,G）エントリに（*,G）エントリと同じ RPF があるが、いずれも真の場
合、（*,G）フローは部分的にスイッチングされます。

 – RPT フラグ（R ビット）は設定されません。

 – SPT フラグ（T ビット）は設定されません。

 – プルーニング フラグ（P ビット）は設定されません。

 • DVMRP ネイバーが（*,G）エントリの入力インターフェイスで検出された場合、（*,G）フ
ローは部分的にスイッチングされます。

 • インターフェイス / マスク エントリが、（*,G）エントリの RPF インターフェイスにインス
トールされておらず、RPF インターフェイスがポイントツーポイント インターフェイスでは
ない場合、（*,G）フローは部分的にスイッチングされます。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要    
フローの完全スイッチング

特定のフローで、すべての発信インターフェイスがレイヤ 3 スイッチングされ、かつフローに上
記の状況がいずれも該当しない場合、そのフローは完全にスイッチングされているとみなされま
す。完全にスイッチングされるフローが作成されると、PFC は、送信元 VLAN 上でそのフロー用
にブリッジされているマルチキャスト トラフィックが VLAN の RP インターフェイスに到達でき
ないようにして、そのフローの転送および複製など RP の負荷を軽減します。

フローが完全にスイッチングされると、そのフローに関してはパケット単位でのマルチキャスト
統計情報を記録できません。そのため、PFC はすべての完全にスイッチングされたフローに関す
るマルチキャスト パケットおよびバイト カウント統計情報を、定期的に RP に送信します。RP 
は対応するマルチキャスト ルーティング テーブル エントリをアップデートし、そのマルチキャ
スト ルートに対応する期限タイマーをリセットします。

（注） PIM-RP または PIM Dense Mode（PIM DM; 稠密モード）では（*,G）ステートが作成されますが、
フローの転送には使用されず、これらのフローについてはレイヤ 3 スイッチング エントリは作成
されません。

非 RPF トラフィックの処理

ここでは、非 RPF トラフィックの処理について説明します。

 • 非 RPF トラフィックの概要（p.31-5）
 • スタブ ネットワークのための RPF 障害のフィルタリング（p.31-6）
 • RPF 障害トラフィックのレート制限（p.31-6）

非 RPF トラフィックの概要

複数のルータが同一 LAN セグメントに接続する冗長構成では、1 台のルータだけが、発信イン
ターフェイス上でマルチキャスト トラフィックを送信元から受信者まで転送します（図 31-1 を
参照）。このようなトポロジでは、PIM Designated Router（PIM DR; PIM 代表ルータ）だけが共通
の VLAN 内でデータを転送し、非 PIM DR は転送されたマルチキャスト トラフィックを受信しま
す。このトラフィックは、誤ったインターフェイスに着信して RPF チェックに失敗するため、冗
長ルータ（非 PIM DR）はこのトラフィックをドロップしなければなりません。このように RPF 
チェックに失敗するトラフィックを、「非 RPF トラフィック」といいます。

PFC のハードウェアは、非 RPF トラフィックをフィルタリング（ドロップ）するか、またはレー
ト制限して処理します。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要
図 31-1 スタブ ネットワークにおける冗長マルチキャスト ルータの構成

スタブ ネットワークのための RPF 障害のフィルタリング

PFC および DFC は、希薄モードのスタブ ネットワーク用に、RPF 障害の Access Control List
（ACL; アクセス制御リスト）ベースのフィルタリング機能をサポートしています。冗長ルータ上
で mls ip multicast stub コマンドを入力して、ACL ベースの方式による RPF 障害のフィルタリン
グをイネーブルにすると、次の ACL が自動的に PFC にダウンロードされ、指定するインター
フェイスに適用されます。

access-list 100 permit ip A.B.C.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip A.B.D.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any 224.0.1.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip any 224.0.0.0 15.255.255.255

ACL によって、ハードウェアで RPF 障害がフィルタリングおよびドロップされるため、ルータ
に転送されなくなります。

ACL ベースの RPF 障害フィルタリング機能は、ダウンストリーム ルータの存在しない、希薄
モードのスタブ ネットワークに限って使用してください。dense（稠密）モード グループの場合
は、PIM アサート メカニズムを正常に動作させるために、ルータ上で RPF 障害パケットを認識
する必要があります。dense（稠密）モードのネットワーク、および希薄モードの中継ネット
ワークでは、CEF ベースまたは NetFlow ベースのレート制限を使用して、RPF 障害のレートを制
限してください。

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの詳細については、「RPF 障害に対する ACL ベー
スのフィルタリングの設定」（p.31-17）を参照してください。

RPF 障害トラフィックのレート制限

RPF チェックに失敗するパケット（非 RPF パケット）のレート制限を行うと、ほとんどの非 RPF 
パケットがハードウェアでドロップされます。マルチキャスト プロトコルの仕様に従って、PIM 
アサート メカニズムが正しく機能するには、ルータが非 RPF パケットを受信する必要があるの
で、すべての非 RPF パケットをハードウェアでドロップすることはできません。

非 RPF パケットを受信すると、NetFlow エントリが 非 RPF フローごとに作成されます。

非 RPF パケットが到着すると、PFC はパケットを RP およびブリッジド ポートへブリッジし、送
信元、グループ、入力インターフェイス情報を含む NetFlow エントリを作成します。NetFlow エ
ントリでは、その送信元およびグループのパケットがすべて処理されあと、パケットを RP では
なくブリッジド ポートへのみ送信されます。

 A B C.0

 A B D.0

 A  B

 
 RPF 

55
64

5
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IPv4 双方向 PIM の概要   
PIM アサート メカニズムをサポートするために、PFC は非 RPF フロー パケットの一部を RP に定
期的に転送します。

PIM 希薄モードで直接接続された送信元の 初のパケットはレートが制限され、CPU により処理
されます。

RPF 障害のレート制限は、デフォルトでイネーブルに設定されています。

マルチキャスト境界

マルチキャスト境界機能により、マルチキャスト グループ アドレスに管理境界を設定できます。
マルチキャスト データ パケットのフローを制限することにより、1 つのマルチキャスト グルー
プ アドレスを異なる管理ドメインで再利用できます。

インターフェイスにマルチキャスト境界を設定します。パケットのマルチキャスト グループ ア
ドレスが、マルチキャスト境界機能に関連付けられた ACL に一致する場合、このマルチキャス
ト データ パケットはインターフェイス上で送受信されないようにブロックされます。

マルチキャスト境界の ACL は、ハードウェアでは PFC、DFC で、ソフトウェアでは RP で処理で
きます。マルチキャスト境界の ACL は、パケットの宛先アドレスに一致するようにプログラム
されます。これらの ACL は、両方向（入力および出力）のインターフェイス上のトラフィック
に適用されます。

ハードウェアでマルチキャスト境界の ACL をサポートするため、スイッチは新しい ACL TCAM 
エントリを作成するか、または既存の ACL TCAM エントリを変更します（インターフェイス上
で他の ACL ベースの機能がアクティブな場合）。TCAM リソースの利用率を確認するには、show 
tcam counts ip コマンドを入力します。

filter-autorp キーワードを設定すると、管理境界でも自動 RP ディスカバリおよび通知メッセージ
を検証して、境界 ACL により拒否された自動 RP グループ範囲の通知を自動 RP パケットから削
除します。

IPv4 双方向 PIM の概要 
PFC3 では、IPv4 双方向 PIM グループのハードウェア転送をサポートします。IPv4 双方向 PIM グ
ループをサポートするために、PFC3 は Designated Forwarder（DF）モードという新しいモードを
実行します。DF は、IPv4 双方向 PIM グループのセグメントへ、またセグメントからパケットを
転送するよう選定されたルータです。DF モードでは、スイッチは RPF および DF インターフェ
イスからパケットを受け入れます。

スイッチが IPv4 双方向 PIM グループを転送するとき、RPF インターフェイスは常に（*,G）エン
トリの発信インターフェイス リストに含まれ、DF インターフェイスが含まれるエントリは 
IGMP/PIM Join に応じて決まります。

RP へのルートが使用できない場合、グループは dense（稠密）モードに変更されます。RP への 
RPF リンクが使用できなくなると、IPv4 双方向 PIM フローはハードウェア FIB から削除されま
す。

IPv4 双方向 PIM の設定手順については、「IPv4 双方向 PIM の設定」（p.31-23）を参照してくださ
い。

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのデフォル
ト設定

表 31-1 に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定を示します。
31-7
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 31 章      IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定            

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング設定時の注意事項および制約事項
IGMP スヌーピングは、すべての VLAN インターフェイス上で、デフォルトでイネーブルに設定
されています。インターフェイス上で IGMP スヌーピングをディセーブルにしても、マルチキャ
スト レイヤ 3 フローは引き続きハードウェアによりスイッチングされます。IGMP スヌーピング
をディセーブルに設定したインターフェイス上でフローをブリッジすると、VLAN のすべての転
送インターフェイスにフラッディングが発生します。IGMP スヌーピングの設定については、第 
32 章「IPv4 マルチキャスト トラフィック用 IGMP スヌーピングおよび MVR の設定」 を参照して
ください。

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング設定時の注
意事項および制約事項

ここでは、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定に関する制約事項について説明しま
す。

 • 制約事項（p.31-8）
 • サポートされない機能（p.31-9）

制約事項

次のような場合に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングは IP マルチキャスト フローに提供
されません。

 • 224.0.0.*（* は 0 ～ 255）の範囲の IP マルチキャスト グループ。これらのグループは、ルー
ティング プロトコルが使用します。レイヤ 3 スイッチングは、225.0.0.* ～ 239.0.0.*、および 
224.128.0.* ～ 239.128.0.* のグループでサポートされます。

（注） 224.0.0.* の範囲のグループはルーティング制御パケット専用で、VLAN のすべての
フォワーディング ポートにフラッディングする必要があります。これらのアドレス
は、マルチキャスト MAC アドレス範囲 01-00-5E-00-00-xx（xx は 0 ～ 0xFF）に対応し
ます。

 • PIM 自動 RP マルチキャスト グループ（IP マルチキャスト グループ アドレス 224.0.1.39 およ
び 224.0.1.40）

 • IP オプションを指定されたパケット。ただし、IP オプションを指定されていないフロー内で
のパケットは、ハードウェア スイッチングされます。

表 31-1 IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのデフォルト設定  

機能 デフォルト値

スタブ ネットワーク用の ACL すべてのインターフェイスでディセーブル

直接接続されたサブネット エントリのインス
トール 

グローバルにイネーブル 

マルチキャスト ルーティング グローバルにディセーブル

PIM ルーティング すべてのインターフェイスでディセーブル

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング マルチキャスト ルーティングがイネーブルで、
インターフェイス上で PIM がイネーブルになっ
ている場合はイネーブル

ショートカット整合性検査 イネーブル
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定    
 • トンネル インターフェイスで受信する送信元トラフィック（MBONE トラフィックなど）

 • 希薄モードの（S,G）エントリに、SPT ビット、RPT ビット、またはプルーニング フラグが
設定されていない場合

 • 1 つ以上の（S,G）エントリに（*,G）エントリの RPF とは異なる RPF があり、（S,G）がハー
ドウェアでスイッチングされない場合、（*,G）エントリはハードウェアでスイッチングされ
ません。

 • （S,G）または（*,G）エントリの入力インターフェイスがヌルの場合。（*,G）エントリが 
IPv4 双方向 PIM エントリでスイッチがグループの RP である場合を除く。

 • DF インターフェイスまたは RPF インターフェイスがトンネルの場合の IPv4 双方向 PIM エン
トリ

 • マルチキャスト パケットの GRE トンネル カプセル化および非カプセル化は、ソフトウェア
で処理されます。

 • Supervisor Engine 32 は、出力マルチキャスト レプリケーションをサポートせず、マルチキャ
スト レプリケーション モードを検出できません。

サポートされない機能

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにした場合、レイヤ 3 インターフェイスに
関する IP アカウンティングでは、正確な値が報告されません。show ip accounting コマンドはサ
ポートされません。

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
ここでは、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定手順について説明します。

 • IGMPv3、IGMP v3lite、および URD を使用した Source-Specific Multicast（p.31-10）
 • IPv4 マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化（p.31-10）
 • レイヤ 3 インターフェイス上での IPv4 PIM のイネーブル化（p.31-10）
 • レイヤ 3 インターフェイス上での IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのイネーブル化

（p.31-11）
 • レプリケーション モードの設定（p.31-12）
 • ローカル出力レプリケーションのイネーブル化（p.31-14）
 • レイヤ 3 スイッチングのグローバルなしきい値の設定（p.31-15）
 • 直接接続されたサブネットのインストールのイネーブル化（p.31-15）
 • フロー統計情報メッセージ インターバルの指定（p.31-16）
 • IPv4 双方向 PIM の設定（p.31-23）
 • IPv4 双方向 PIM スキャン インターバルの設定（p.31-24）
 • ショートカット整合性検査のイネーブル化（p.31-16）
 • RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの設定（p.31-17）
 • RPF 障害のレート制限情報の表示（p.31-17）
 • マルチキャスト境界の設定（p.31-18）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 ハードウェア スイッチング要約情報の表示（p.31-18）
 • IPv4 マルチキャスト ルーティング テーブルの表示（p.31-21）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示（p.31-22）
 • IPv4 双方向 PIM 情報の表示（p.31-25）
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
 • IPv4 デバッグ コマンドの使用（p.31-27）
 • IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の消去（p.31-27）

（注） コンフィギュレーション モードで EXEC モード レベルのコマンドを入力するには、コマンドの
前に do キーワードを入力します。

IGMPv3、IGMP v3lite、および URD を使用した Source-Specific 
Multicast

IGMPv3、IGMP v3lite、および URL Rendezvous Directory（URD）を使用した SSM の詳細および
手順については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcpt3/1cfssm.htm

IPv4 マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにするに
は、事前に IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにする必要があります。

詳しい説明および設定手順については、次のマニュアルを参照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt2/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS IP and IP Routing Command Reference』Release 12.1
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipras_r/index.htm

IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、マルチキャスト ルーティ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)# ip multicast-routing
Router(config)# 

レイヤ 3 インターフェイス上での IPv4 PIM のイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを動作させるには、事前
にレイヤ 3 インターフェイス上で PIM をイネーブルにする必要があります。

レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブ
ルにします。

Router(config)# no ip multicast-routing IP マルチキャスト ルーティングをグローバルにディセー
ブルにします。
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次に、インターフェイス上でデフォルト モード（sparse-dense-mode）を使用して PIM をイネー
ブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip pim

次に、インターフェイス上で PIM 希薄モードをイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# ip pim sparse-mode

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのグローバルなイネーブル
化

システム上でマルチキャスト ルートのハードウェア スイッチングをグローバルにイネーブルに
するには、次の作業を行います。

次に、マルチキャスト ルートのハードウェア スイッチ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)# mls ip multicast 
Router(config)# 

レイヤ 3 インターフェイス上での IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッ
チングのイネーブル化

レイヤ 3 インターフェイス上で PIM をイネーブルにすると、インターフェイス上では IP マルチ
キャスト レイヤ 3 スイッチングがデフォルトでイネーブルになります。次の作業は、インター
フェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをディセーブルにしたあと、再びイネー
ブルにする場合にのみ行います。

PIM は、VLAN インターフェイスも含めて、任意のレイヤ 3 インターフェイス上でイネーブルに
設定できます。

（注） IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングを動作させるには、事前に関与するすべてのレイヤ 3 イ
ンターフェイス上で PIM をイネーブルにする必要があります。レイヤ 3 インターフェイス上での 
PIM の設定手順については、「レイヤ 3 インターフェイス上での IPv4 PIM のイネーブル化」
（p.31-10）を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip pim {dense-mode | 
sparse-mode | sparse-dense-mode}

レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をイネー
ブルにします。

Router(config-if)# no ip pim [dense-mode | 
sparse-mode | sparse-dense-mode]

レイヤ 3 インターフェイス上で IP PIM をディ
セーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls ip multicast マルチキャスト ルートのハードウェア スイッチ
ングをグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router# show mls ip multicast MLS IP マルチキャスト設定を表示します。
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レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにするに
は、次の作業を行います。

次に、レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにす
る例を示します。

Router(config-if)# mls ip multicast
Router(config-if)# 

レプリケーション モードの設定

（注） Supervisor Engine 32 および Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチは、入力レプリケー
ション モードのみをサポートします。

Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 720-10GE は、egress キーワードをサポートします。
egress キーワードのサポートは、リリース ノートおよび Feature Navigator で「マルチキャスト拡
張機能 – レプリケーション モード検出」と呼ばれます。

デフォルトでは、スイッチはシステムにインストールされたスイッチング モジュールに基づいて
レプリケーション モードを自動的に検出します。すべてのスイッチング モジュールが出力レプ
リケーションに対応している場合、スイッチは出力レプリケーション モードを使用します。ス
イッチが、出力レプリケーションに対応していないスイッチング モジュールを検出した場合、レ
プリケーション モードは自動的に入力レプリケーションに切り替わります。出力レプリケーショ
ンをサポートしないファブリック対応モジュールがインストールされている場合でも、引き続き
スイッチを出力レプリケーション モードで動作させるようにするには、mls ip multicast 
replication-mode egress コマンドを入力して、この動作を上書きします。また、入力レプリケー
ション モードでのみ動作するようにスイッチを設定することもできます。

スイッチが自動検出モードで動作中に、出力レプリケーションを実行できないスイッチング モ
ジュールをインストールする場合、次のことが発生します。

 • スイッチが入力モードに戻る

 • システム ログが生成される

 • システム リロードが発生し、古い設定に戻る

スイッチが強制出力モードで動作する場合、出力レプリケーション モードに対応していないモ
ジュールの存在を表示するシステム ログが作成されます。

（注） 出力レプリケーションに対応しないファブリック対応モジュールのあるスイッチで強制出力モー
ドを設定した場合、これらのモジュールがマルチキャスト トラフィックを送受信しないことを確
認する必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls ip multicast レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャス
ト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# no mls ip multicast レイヤ 3 インターフェイス上で IP マルチキャス
ト レイヤ 3 スイッチングをディセーブルにしま
す。
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（注） 出力モードは、QoS または SPAN とは互換性がありません。QoS（Quality of Service）が設定され
ている場合に、出力レプリケーションを実行するとパケットに不正な CoS マーキングまたは 
DSCP マーキングが行われる可能性があります。SPAN が設定されている場合に出力レプリケー
ションを実行すると、マルチキャスト パケットが SPAN 宛先ポートに送信されなくなる可能性が
あります。QoS または SPAN を使用中で、スイッチング モジュールが出力レプリケーションに対
応している場合は、mls ip multicast replication-mode ingress コマンドを入力して、強制的に入力
レプリケーションを実行してください。

出力レプリケーション モードから入力レプリケーション モードに変わる間、ショートカットが
消去され再インストールされるので、トラフィック割り込みが発生する場合があります。トラ
フィック転送の割り込みを避けるには、グローバル コンフィギュレーション モードで mls ip 
multicast replication-mode ingress コマンドを入力します。このコマンドは、強制的に入力レプリ
ケーションモードで動作するようにシステムを設定します。

mls ip multicast replication-mode ingress コマンドの no 形式により、システムは自動検出モードに
戻ります。

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングをイネーブルするには、次の作業を行います。

次に、レプリケーション モードをイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast replication-mode egress
Router# show mlp ip multicast capability 
Current mode of replication is Ingress
Configured replication mode is Egress 

 Slot           Multicast replication capability
    2                        Egress
    3                        Egress
    4                       Ingress
    5                        Egress
    6                        Egress

Router# show mls ip multicast summary 
4 MMLS entries using 656 bytes of memory
Number of partial hardware-switched flows:2
Number of complete hardware-switched flows:2

Directly connected subnet entry install is enabled
Current mode of replication is Ingress
Auto-detection of replication mode is enabled
Consistency checker is enabled
Router (config)#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls ip multicast replication-mode 
[egress | ingress] 

レプリケーション モードを指定します。

ステップ 2 Router# show mls ip multicast capability 設定されているレプリケーション モードを表示
します。

ステップ 3 Router# show mls ip multicast summary レプリケーション モードおよび自動検出がイ
ネーブルかディセーブルかを表示します。
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ローカル出力レプリケーションのイネーブル化

（注） Supervisor Engine 32 および Cisco ME 6500 シリーズ イーサネット スイッチは、入力レプリケー
ション モードのみをサポートします。

Supervisor Engine 720 または Supervisor Engine 720-10GE の場合、ローカル出力レプリケーション
を無条件でイネーブルにできます。この機能は、リリース ノートおよび Feature Navigator で「マ
ルチキャスト拡張機能 – 出力レプリケーション パフォーマンス改善」と呼ばれます。

デュアル スイッチ ファブリック接続の DFC 搭載モジュールは、ファブリック接続ごとに 1 つず
つ、合計 2 つのパケット レプリケーション エンジンをホストします。各レプリケーション エン
ジンは、スイッチ ファブリック接続に対応付けられたインターフェイスとの間で送受信されるパ
ケットの転送を受け持ちます。スイッチ ファブリック接続に対応付けられたインターフェイス
は、パケット レプリケーション エンジンから「ローカル」とみなされます。

スイッチ ファブリック接続上のマルチキャスト パケットの重複レプリケーションを行わないよ
うにできます。このようにするには、レプリケーション エンジンがサポートするスイッチ ファ
ブリック接続に対応付けられたローカル インターフェイスにのみパケットを転送するように、こ
れらのモジュールに搭載された 2 つのレプリケーション エンジンに対して指示するコマンドを入
力します。

この機能をイネーブルにすると、各レプリケーション エンジンの Multicast Expansion Table
（MET; マルチキャスト拡張テーブル）は、ローカル レイヤ 3 インターフェイスでのみ読み込まれ
ます。この動作により、レプリケーション エンジンでサポートされていないインターフェイス

（非ローカル インターフェイス）でレプリケーションが実行されなくなり、レプリケーションの
パフォーマンスが向上します。

ローカルの出力レプリケーションは、以下のソフトウェア設定およびハードウェアでサポートさ
れます。

 • IPv4 出力レプリケーション モード

 • デュアル ファブリック接続 DFC 搭載モジュール

 • ポート チャネルの一部ではないレイヤ 3 ルーテッド インターフェイスおよびサブインター
フェイス 

ローカル出力レプリケーション機能は、以下の内部 VLAN ではサポートされません。

 • 出力内部 VLAN
 • 部分的なショートカット内部 VLAN
 • マルチキャスト VPN Multicast Distribution Tree（MDT; マルチキャスト分散ツリー）トンネル

の内部 VLAN 
 • ポイントツーポイント トンネル内部 VLAN
 • QoS 内部 VLAN

（注） ローカル出力レプリケーション機能は、IPv6 マルチキャスト、および IPv4 と IPv6 混合マルチ
キャストがイネーブルであるシステムではサポートされません。

ローカル出力レプリケーションをイネーブルにするには、次の作業を行います。
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次に、ローカル出力レプリケーションをイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast egress local 
Router (config)# exit 
Router # reload 
Router # show mls ip multicast capability  
Current mode of replication is Ingress 
Configured replication mode is Egress 
Egress Local is Enabled
Slot Multicast replication capability Egress Local 
2 Egress No 
3 Egress Yes 
4 Ingress No 
5 Egress No 
6 Egress No

レイヤ 3 スイッチングのグローバルなしきい値の設定

しきい値に満たないマルチキャスト トラフィックは、すべて RP によってルーティングされるよ
うに、グローバルなマルチキャスト レートしきい値（パケット / 秒で指定）を設定できます。こ
の設定により、低速のレイヤ 3 フローに対応するスイッチング キャッシュ エントリの作成を防
止できます。

（注） このコマンドは、すでにルーティングされているフローには影響しません。既存のルートにしき
い値を適用するには、ルートをいったん消去して、再び確立させます。

レイヤ 3 スイッチングしきい値を設定するには、次の作業を行います。

次に、レイヤ 3 スイッチングしきい値を 10 パケット / 秒に設定する例を示します。

Router(config)# mls ip multicast threshold 10 
Router(config)# 

直接接続されたサブネットのインストールのイネーブル化

PIM 希薄モードでは、インターフェイスの代表ルータであるファースト ホップ ルータが、送信
元トラフィックを PIM 登録メッセージにカプセル化し、それを RP にユニキャストしなければな
らない場合があります。グループの新しい送信元がルーティング テーブルで学習されないように

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls ip multicast egress local ローカル出力レプリケーションをイネーブルにし
ます。

（注） このコマンドで設定を有効にするには、
システムをリセットする必要があります。

ステップ 2 Router # reload システムをリロードします。

ステップ 3 Router# show mls ip multicast capability 
Router# show mls cef ip multicast detail 

設定されているレプリケーション モードを表示
します。

コマンド 目的

Router(config)# mls ip multicast threshold ppsec IP MMLS しきい値を設定します。

Router(config)# no mls ip multicast threshold デフォルトの IP MMLS しきい値に戻します。
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するには、（*,G）フローを完全なハードウェア スイッチド フローのままにする必要があります。
ハードウェアに（subnet/mask, 224/4）エントリをインストールすると、FIB によって（*,G）フ
ローが完全なハードウェア スイッチド フローのままになり、新たに直接接続された送信元が正
常に学習されます。直接接続されたサブネットのインストールは、デフォルトでグローバルにイ
ネーブル化されます。PIM 対応のインターフェイスごとに（subnet/mask, 224/4）が 1 つインス
トールされます。

FIB エントリを表示するには、show mls ip multicast connected コマンドを入力します。

直接接続されたサブネットのインストールをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、直接接続されたサブネットのインストールをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls ip multicast connected 
Router(config)#

フロー統計情報メッセージ インターバルの指定

デフォルトでは、Switch Pricessor（SP; スイッチ プロセッサ）は 25 秒ごとにフロー統計情報メッ
セージを RP に転送します。メッセージはバッチ単位で転送され、各メッセージ バッチにはフ
ロー全体の 25% の統計情報が含まれます。デフォルトの 25 秒にインターバルが設定されたまま
の場合、すべてのフローの統計情報を RP へ転送するには 100 秒かかります。

SP からフロー統計情報メッセージを RP へ転送する頻度を指定するには、次の作業を行います。

次に、10 秒ごとにフロー統計情報メッセージを RP に転送するように SP を設定する例を示しま
す。

Router(config)# mls ip multicast flow-stat-timer 10 
Router(config)#

ショートカット整合性検査のイネーブル化

ショートカット整合性検査機能をイネーブルにすると、マルチキャスト ルート テーブルおよび
マルチキャスト ハードウェア エントリの整合性を検査し、矛盾を修正します。show mls ip 
multicast consistency-check コマンドを入力して、矛盾を表示できます。

整合性検査がイネーブルの場合、マルチキャスト ルート テーブルは 2 分ごとにスキャンされ、
全体スキャンは 4 分以内に完了します。

ショートカットの整合性検査をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# mls ip multicast connected 直接接続されたサブネットのインストールをイネーブル
にします。

Router(config)# no mls ip multicast connected 直接接続されたサブネットのインストールをディセーブ
ルにします。

コマンド 目的

Router(config)# mls ip multicast flow-stat-timer num SP がフロー統計情報メッセージを RP へ転送する頻度
を指定します。

Router(config)# no mls ip multicast flow-stat-timer num デフォルトに戻します。
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次に、ハードウェア ショートカットの整合性検査をイネーブルにする例を示します。

Router (config)# mls ip multicast consistency-check
Router (config)# 

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングの設定

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングを設定すると、ハードウェアで RPF 障害をフィ
ルタリングするための ACL がハードウェア ベースの ACL エンジンにダウンロードされ、指定す
るインターフェイスに適用されます。

RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリングをインターフェイス上でイネーブルにするには、
次の作業を行います。

RPF 障害のレート制限情報の表示

RPF 障害のレート制限情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、RPF 障害のレート制限情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast summary 
10004 MMLS entries using 1280464 bytes of memory
Number of partial hardware-switched flows:4
Number of complete hardware-switched flows:10000
Router#

コマンド 目的

Router(config)# mls ip multicast consistency-check ショートカットの整合性検査をイネーブルにしま
す。

Router(config)# no mls ip multicast consistency-check num デフォルトに戻します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls ip multicast stub RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリング
を、インターフェイス上でイネーブルにします。

Router(config-if)# no mls ip multicast stub RPF 障害に対する ACL ベースのフィルタリング
を、インターフェイス上でディセーブルにしま
す。

コマンド 目的

Router# show mls ip multicast summary RPF 障害のレート制限情報を表示します。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
マルチキャスト境界の設定

マルチキャスト境界を設定するには、次の作業を行います。

（注） filter-autorp キーワードを設定すると、管理境界は自動 RP ディスカバリおよび通知メッセージを
検証して、境界 ACL により拒否された自動 RP グループ範囲の通知を自動 RP パケットから削除
します。自動 RP グループ範囲の通知が境界で許可され、通過できるのは、自動 RP グループ範囲
のすべてのアドレスが境界 ACL により許可されている場合に限ります。いずれかのアドレスが
許可されない場合、自動 RP メッセージが転送される前に、グループ範囲全体がフィルタリング
され、自動 RP メッセージから削除されます。

次に、すべての管理用スコープのアドレスにマルチキャスト境界を設定する例を示します。

Router (config)# access-list 1 deny 239.0.0.0 0.255.255.255
Router (config)# access-list 1 permit 224.0.0.0 15.255.255.255
Router (config)# interface gigabitethernet 5/2
Router (config-if)# ip multicast boundary 1

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 ハードウェア スイッチング要約情報の
表示

（注） show interface statistics コマンドでは、ハードウェア スイッチングされたパケットについては表
示されず、ソフトウェア スイッチングされたパケットに関する情報だけが表示されます。

show ip pim interface count コマンドを実行すると、IP PIM インターフェイス上の IP マルチキャス
ト レイヤ 3 スイッチングのイネーブル ステート、およびそのインターフェイス上で送受信され
たパケット数が表示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip multicast boundary 
access_list [filter-autorp]

インターフェイス上で管理スコープ境界をイネー
ブルにします。

 • access_list には、この境界でのトラフィック
のフィルタリング用に設定されたアクセス リ
ストを指定します。

 • （任意）filter-autorp を指定して、この境界で
自動 RP メッセージをフィルタリングします。

Router(config-if)# no ip multicast boundary このインターフェイスのマルチキャスト境界を
ディセーブルにします。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定    
IP PIM レイヤ 3 インターフェイスに関する IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング情報を表示
するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、インターフェイスの IP PIM 設定を表示する例を示します。

Router# show ip pim interface count 

State:* - Fast Switched, D - Distributed Fast Switched
      H - Hardware Switching Enabled
Address          Interface          FS  Mpackets In/Out
10.15.1.20       GigabitEthernet4/8 * H 952/4237130770
10.20.1.7        GigabitEthernet4/9 * H 1385673757/34
10.25.1.7        GigabitEthernet4/10* H 0/34
10.11.1.30       FastEthernet6/26   * H 0/0
10.37.1.1        FastEthernet6/37   * H 0/0
1.22.33.44       FastEthernet6/47   * H 514/68

[*] フラグはこのインターフェイスを高速スイッチングできることを示し、[H] フラグはこのイン
ターフェイスをハードウェアでスイッチングすることを示します。[In] フラグは、インターフェ
イスで受信されたマルチキャスト パケット バイト数を示します。[Out] フラグは、インターフェ
イスから転送されたマルチキャスト パケット バイト数を示します。

Router# show ip mroute count 
IP Multicast Statistics
56 routes using 28552 bytes of memory
13 groups, 3.30 average sources per group
Forwarding Counts:Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second
Other counts:Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)
 
Group:224.2.136.89, Source count:1, Group pkt count:29051
  Source:132.206.72.28/32, Forwarding:29051/-278/1186/0, Other:85724/8/56665
Router#

（注） -tive カウンタは、対応するエントリの出力インターフェイス リストがヌルであることを意味し、
このフローが引き続きアクティブであることを表します。

次に、インターフェイス VLAN 10 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定を
表示する例を示します。

Router# show ip interface vlan 10 
Vlan10 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.6/8
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by non-volatile memory
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Multicast reserved groups joined: 224.0.0.1 224.0.0.2 224.0.0.13 224.0.0.10
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is not set
  Proxy ARP is enabled

コマンド 目的

Router# show ip pim interface [{{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}}] count 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

すべての RP IP PIM レイヤ 3 インターフェイスに関する、
IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングのイネーブル ス
テート情報を表示します。

Router# show ip interface レイヤ 3 インターフェイス上の IP マルチキャスト レイヤ 
3 スイッチングのイネーブル ステートを表示します。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are never sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is enabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP CEF switching is enabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP Normal CEF switching turbo vector
  IP multicast fast switching is enabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  IP route-cache flags are Fast, CEF
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
IP multicast multilayer switching is enabled
IP mls switching is enabled
Router#

次に、インターフェイス GigabitEthernet 1/2 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング
の設定を表示する例を示します。

Router# show interfaces gigabitEthernet 1/2 
GigabitEthernet1/2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0001.c9db.2441 (bia 0001.c9db.2441)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, 
  Last clearing of "show interface" counters 00:05:13
  ….
  Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue :0/40 (size/max)
  5 minute input rate 10000 bits/sec, 1 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     284 packets input, 113104 bytes, 0 no buffer
     Received 284 broadcasts (284 multicast) 
     0 runts, 41 giants, 0 throttles 
     41 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 
     0 input packets with dribble condition detected
     198 packets output, 14732 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Router#
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定    
IPv4 マルチキャスト ルーティング テーブルの表示

show ip mroute コマンドを実行すると、IP マルチキャスト ルーティング テーブルが表示されま
す。

IP マルチキャスト ルーティング テーブルを表示するには、次の作業を行います。

次に、IP マルチキャスト ルーティング テーブルを表示する例を示します。

Router# show ip mroute 230.13.13.1 
IP Multicast Routing Table
Flags:D - Dense, S - Sparse, s - SSM Group, C - Connected, L - Local,
       P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set,
       J - Join SPT, M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running
       A - Advertised via MSDP, U - URD, I - Received Source Specific Host
           Report 
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
Timers:Uptime/Expires
Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
 
(*, 230.13.13.1), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20
  Outgoing interface list:
 GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H

(*, 230.13.13.2), 00:16:41/00:00:00, RP 10.15.1.20, flags:SJC
 Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:16:41/00:00:00, H
 
(10.20.1.15, 230.13.13.1), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
 Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet4/9, Forward/Sparse-Dense, 00:14:31/00:00:00, H
(132.206.72.28, 224.2.136.89), 00:14:31/00:01:40, flags:CJT
  Incoming interface:GigabitEthernet4/8, RPF nbr 10.15.1.20, RPF-MFD
 Outgoing interface list:Null
Router#

（注） RPF-MFD フラグは、フローが完全にハードウェアでスイッチングされていることを表します。H 
フラグは、フローが発信インターフェイス上でハードウェアによってスイッチングされているこ
とを示します。

コマンド 目的

Router# show ip mroute partical-sc [hostname | 
group_number]

IP マルチキャスト ルーティング テーブルおよびハード
ウェア スイッチド インターフェイスを表示します。
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IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定
IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の表示

show mls ip multicast コマンドを実行すると、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングに関する
詳細情報が表示されます。

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングに関する詳細情報を表示するには、次のいずれかの作業
を行います。

次に、特定の IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング エントリに関する情報を表示する例を示
します。

Router# show mls ip multicast group 10.1.0.11 
Multicast hardware switched flows:
Total shortcut installed: 0

次に、IP マルチキャスト グループの情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast group 230.13.13.1 source 10.20.1.15 
Multicast hardware switched flows:
(10.20.1.15, 230.13.13.1) Incoming interface:Gi4/8, Packets switched:0
Hardware switched outgoing interfaces:Gi4/9 
RPF-MFD installed
 
Total hardware switched flows :1
Router#

次に、VLAN 10 について、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング情報を表示する例を示しま
す。

Router# show mls ip multicast interface vlan 10 
Multicast hardware switched flows:
(10.1.0.15, 224.2.2.15) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10
 
(10.1.0.19, 224.2.2.19) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 1970
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10
 
(10.1.0.11, 224.2.2.11) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10
 

コマンド 目的

Router# show mls ip multicast group ip_address 
[interface type slot/port | statistics]

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング グループの情報
を表示します。

Router# show mls ip multicast interface {{vlan 
vlan_ID} | {type1 slot/port} | {port-channel number}} 
[statistics | summary]

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

すべてのインターフェイスについて、IP マルチキャスト 
レイヤ 3 スイッチングの詳細情報を表示します。

Router# show mls ip multicast source ip_address 
[interface {{vlan vlan_ID} | {type1 slot/port} | 
{port-channel number}} | statistics]

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの送信元の情報
を表示します。

Router# show mls ip multicast summary IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの要約情報を表
示します。

Router# show mls ip multicast statistics IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの統計情報を表
示します。
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IPv4 双方向 PIM の設定   
(10.1.0.10, 224.2.2.10) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 2744
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10
 
(10.1.0.17, 224.2.2.17) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 3340
Hardware switched outgoing interfaces:
MFD installed: Vlan10
 
(10.1.0.13, 224.2.2.13) Incoming interface: Vlan10, Packets switched: 0
Hardware switched outgoing interfaces:

次に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの統計情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast statistics 
MLS Multicast Operation Status:
MLS Multicast configuration and state:
    Router Mac: 00e0.b0ff.7b00, Router IP: 33.0.33.24
    MLS multicast operating  state: ACTIVE
    Shortcut Request Queue size 4
    Maximum number of allowed outstanding messages: 1
    Maximum size reached from feQ: 3096
    Feature Notification sent: 1
    Feature Notification Ack received: 1
    Unsolicited Feature Notification received: 0
    MSM sent: 205170
    MSM ACK received: 205170
    Delete notifications received: 0
    Flow Statistics messages received: 35211
MLS Multicast statistics:
    Flow install Ack: 996508
    Flow install Nack: 1
    Flow update Ack: 1415959
    Flow update Nack: 0
    Flow delete Ack: 774953
    Complete flow install Ack: 958469
Router#

IPv4 双方向 PIM の設定
このセクションでは、IPv4 双方向 PIM を設定する手順について説明します。

 • IPv4 双方向 PIM のグローバルなイネーブル化（p.31-23）
 • IPv4 双方向 PIM グループの RP の設定（p.31-24）
 • IPv4 双方向 PIM スキャン インターバルの設定（p.31-24）
 • IPv4 双方向 PIM 情報の表示（p.31-25）

IPv4 双方向 PIM のグローバルなイネーブル化

IPv4 双方向 PIM をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# ip pim bidir-enable スイッチ上で IPv4 双方向 PIM をグローバルにイネーブル
にします。

Router(config)# no ip pim bidir-enable スイッチ上で IPv4 双方向 PIM をグローバルにディセーブ
ルにします。
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IPv4 双方向 PIM の設定
次に、スイッチで IPv4 双方向 PIM をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip pim bidir-enable 
Router(config)#

IPv4 双方向 PIM グループの RP の設定

IPv4 双方向 PIM グループの RP をスタティックに設定するには、次の作業を行います。

次に、IPv4 双方向 PIM グループのスタティック RP を設定する例を示します。

Router(config)# ip pim rp-address 10.0.0.1 10 bidir override 
Router(config)# access-list 10 permit 224.1.0.0 0.0.255.255 
Router(config)# ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 16 group-list c21-rp-list-0 bidir 
Router(config)# ip access-list standard c21-rp-list-0 permit 230.31.31.1 0.0.255.255 

IPv4 双方向 PIM スキャン インターバルの設定

IPv4 双方向 PIM RP RPF スキャンの間のインターバルを指定できます。

IPv4 双方向 PIM RP RPF スキャン インターバルを設定するには、次の作業を行います。

次に、IPv4 双方向 PIM RP RPF スキャン インターバルを設定する例を示します。

Router(config)# mls ip multicast bidir gm-scan-interval 30
Router(config)# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip pim rp-adress ip_address 
access_list [override]

グループの RP の IP アドレスをスタティックに設
定します。override オプションを指定する場合、
スタティック RP が使用されます。

ステップ 2 Router(config)# access-list access-list permit | 
deny ip_address

アクセス リストを設定します。

ステップ 3 Router(config)# ip pim send-rp-announce type 
number scope ttl_value [group-list access-list] 
[interval seconds] [bidir]

自動 RP を使用してルータが RP として動作する
グループを設定するように、システムを設定しま
す。

ステップ 4 Router(config)# ip access-list standard 
access-list-name permit | deny ip_address

標準 IP アクセス リストを設定します。

ステップ 5 Router(config)# mls ip multicast MLS IP マルチキャストをイネーブルにします。

コマンド 目的

Router(config)# mls ip multicast bidir 
gm-scan-interval interval 

IPv4 双方向 PIM RP RPF スキャン インターバルを指定し
ます。有効な範囲は、1 ～ 1000 秒です。デフォルト値は 
10 秒です。

Router(config)# no mls ip multicast bidir 
gm-scan-interval

デフォルトに戻します。
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IPv4 双方向 PIM の設定   
IPv4 双方向 PIM 情報の表示

IPv4 双方向 PIM 情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

次に、PIM グループおよび RP マッピングの情報を表示する例を示します。

Router# show ip pim rp mapping 
PIM Group-to-RP Mappings
This system is an RP (Auto-RP)
This system is an RP-mapping agent
Group(s) 230.31.0.0/16
  RP 60.0.0.60 (?), v2v1, bidir
    Info source:60.0.0.60 (?), elected via Auto-RP
         Uptime:00:03:47, expires:00:02:11
  RP 50.0.0.50 (?), v2v1, bidir
    Info source:50.0.0.50 (?), via Auto-RP
         Uptime:00:03:04, expires:00:02:55
  RP 40.0.0.40 (?), v2v1, bidir
    Info source:40.0.0.40 (?), via Auto-RP
         Uptime:00:04:19, expires:00:02:38

次に、IPv4 双方向 PIM に関連した IP マルチキャスト ルーティング テーブルの情報を表示する例
を示します。

Router# show ip mroute bidirectional 
    (*, 225.1.3.0), 00:00:02/00:02:57, RP 3.3.3.3, flags:BC
      Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
      Outgoing interface list:
        GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:02/00:00:00,H
        Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:02/00:02:57, H

    (*, 225.1.2.0), 00:00:04/00:02:55, RP 3.3.3.3, flags:BC
      Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
      Outgoing interface list:
        GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:04/00:00:00,H
        Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:04/00:02:55, H

    (*, 225.1.4.1), 00:00:00/00:02:59, RP 3.3.3.3, flags:BC
      Bidir-Upstream:GigabitEthernet2/1, RPF nbr 10.53.1.7, RPF-MFD
      Outgoing interface list:
        GigabitEthernet2/1, Bidir-Upstream/Sparse-Dense, 00:00:00/00:00:00,H
        Vlan30, Forward/Sparse-Dense, 00:00:00/00:02:59, H

コマンド 目的

Router# show ip pim rp mapping [in-use] PIM グループと RP の間のマッピング、および使用中の学
習した RP を表示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping [rp_address] アクティブな RP マッピングに対する PIM グループを表
示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping gm-cache RP マッピング キャッシュのグループ / マスク範囲に基づ
いた情報を表示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping df-cache RP マッピング キャッシュの DF リストに基づいた情報を
表示します。

Router# show mls ip multicast bidir IPv4 双方向 PIM 情報を表示します。

Router# show ip mroute マルチキャスト ルーティング テーブルの情報を表示しま
す。
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IPv4 双方向 PIM の設定
次に、特定のマルチキャスト ルートに関連した情報を表示する例を示します。次の出力では、余
白の矢印は部分的なショートカット情報を示しています。

Router# show ip mroute 239.1.1.2 4.4.4.4 
IP Multicast Routing Table
Flags:D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags:H - Hardware switched
 Timers:Uptime/Expires
 Interface state:Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(4.4.4.4, 239.1.1.2), 1d02h/00:03:20, flags:FTZ
 Incoming interface:Loopback0, RPF nbr 0.0.0.0, Partial-SC
  Outgoing interface list:
    Vlan10, Forward/Sparse-Dense, 1d02h/00:02:39 (ttl-threshold 5)

次に、特定のマルチキャスト グループ アドレスのエントリを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast group 230.31.31.1 
Multicast hardware switched flows:
(*, 230.31.31.1) Incoming interface:Vlan611, Packets switched:1778
Hardware switched outgoing interfaces:Vlan131 Vlan151 Vlan415 Gi4/16 Vlan611 
RPF-MFD installed

次に、アクティブな RP マッピングに対する PIM グループを表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping 
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending, Z - Zombie

RP Address      State       RPF            DF-count    GM-count
60.0.0.60       H           Vl611                 4           1           

次に、RP マッピング キャッシュのグループ / マスク範囲に基づいた情報を表示する例を示しま
す。

Router# show mls ip multicast rp-mapping gm-cache 
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending,
       Z - Zombie

RP Address     State       Group           Mask            State         Packet/Byte-count
60.0.0.60      H           230.31.0.0      255.255.0.0     H             100/6400

次に、特定の MLS IP マルチキャスト グループの情報を表示する例を示します。

Router# show mls ip multicast rp-mapping df-cache 
State:H - Hardware Switched, I - Install Pending, D - Delete Pending, Z - Zombie

RP Address      State        DF             State
60.0.0.60       H           Vl131            H
60.0.0.60       H           Vl151            H
60.0.0.60       H           Vl415            H
60.0.0.60       H           Gi4/16           H
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IPv4 双方向 PIM の設定   
IPv4 デバッグ コマンドの使用

表 31-2 に、IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの デバッグ コマンドを示します。これら
のコマンドを使用して、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの問題をトラブルシューティン
グできます。

IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報の消去

IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報を消去するには、次の作業を行います。

次に、IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計情報を消去する例を示します。

Router# clear mls ip multicast statistics 

show mls multicast statistics コマンドを実行すると、PFC が処理しているマルチキャスト フローに
関する各種の情報が表示されます。関連する RP、VLAN、マルチキャスト グループ アドレス、
またはマルチキャスト トラフィック送信元を任意に組み合わせて、エントリを表示できます。
show mls ip multicast statistics コマンドの例は、「IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計
情報の表示」（p.31-22）を参照してください。

表 31-2 IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの デバッグ コマンド  

コマンド 説明

[no] debug mls ip multicast events IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング イベントを表示
します。

[no] debug mls ip multicast errors マルチキャスト MLS 関連のエラーに関するデバッグ メッ
セージをオンにします。

[no] debug mls ip multicast group group_id 
group_mask 

フローのサブセットに対してデバッグをオンにします。

[no] debug mls ip multicast messages ハードウェア スイッチング エンジンとの間で送受信され
る IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング メッセージを
表示します。

[no] debug mls ip multicast all すべての IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング メッ
セージをオンにします。

[no] debug mdss errors MDSS1 エラー メッセージをオンにします。

1. MDSS = Multicast Distributed Switching Services

[no] debug mdss events デバッグ用の MDSS 関連イベントを表示します。

[no] debug mdss events mroute-bidir デバッグ用の IPv4 双方向 PIM MDSS イベントを表示しま
す。

[no] debug mdss all すべての MDSS メッセージを表示します。

[no] debug ip pim df ip_address デバッグするために、特定の RP の DF 選定を表示します。

コマンド 目的

Router# clear mls ip multicast statistics IP マルチキャスト レイヤ 3 スイッチング統計
情報を消去します。
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IPv4 双方向 PIM の設定
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C H A P T E R32

IPv4 マルチキャスト トラフィック用 
IGMP スヌーピングおよび MVR の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に IPv4 マルチキャスト トラフィック用 Internet 
Group Management 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

（ローカルの IGMP スヌーピングの適用を含む）、および Multicast VLAN Registration（MVR; マル
チキャスト VLAN レジストレーション）を設定する方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • IPv6 マルチキャスト トラフィックを抑制するには、第 30 章「IPv6 マルチキャスト トラ
フィック用の MLD スヌーピングの設定」を参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • IGMP スヌーピングの概要（p.32-1）
 • IGMP スヌーピングのデフォルト設定（p.32-7）
 • IGMP スヌーピング設定時の注意事項および制約事項（p.32-8）
 • IGMP スヌーピング クエリア設定時の注意事項および制約事項（p.32-8）
 • IGMP スヌーピング クエリアのイネーブル化（p.32-9）
 • IGMP スヌーピングの設定（p.32-9）
 • MVR の概要（p.32-16）
 • MVR の設定（p.32-19）
 • MVR 情報の表示（p.32-23）

IGMP スヌーピングの概要 
ここでは、IGMP スヌーピングについて説明します。

 • IGMP スヌーピングの概要（p.32-2）
 • マルチキャスト グループへの加入（p.32-2）
 • マルチキャスト グループからの脱退（p.32-4）
 • IGMP スヌーピング クエリアの概要（p.32-5）
 • IGMP バージョン 3 サポートの概要（p.32-5）
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IGMP スヌーピングの概要
IGMP スヌーピングの概要

IGMP または IGMP スヌーピング クエリアからの IGMP クエリーを受信するサブネットで、IGMP 
スヌーピングを使用するように、スイッチを設定できます。IGMP スヌーピングは、IPv4 マルチ
キャスト トラフィックを受信するポートだけにそのトラフィックを転送するように、レイヤ 2 
LAN ポートをダイナミックに設定することにより、レイヤ 2 で IPv4 マルチキャスト トラフィッ
クを抑制します。

IGMP は、マルチキャスト ルータのレイヤ 3 で稼働し、マルチキャスト トラフィックのルーティ
ングが必要なサブネットでレイヤ 3 IGMP クエリーを生成します。IGMP の詳細については、第 
31 章「IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの設定」 を参照してください。

IGMP スヌーピング クエリアをスイッチに設定して、マルチキャスト ルータ インターフェイス
がないサブネットにおいて IGMP スヌーピングをサポートできます。IGMP スヌーピング クエリ
アの詳細については、「IGMP スヌーピング クエリアのイネーブル化」（p.32-9）を参照してくだ
さい。

（マルチキャスト ルータ上の）IGMP または（ローカルでは）IGMP スヌーピング クエリアは、
スイッチが VLAN のすべてのポートを通じて転送し、ホストが応答する一般的な IGMP クエリー
を定期的に送信します。IGMP スヌーピングはレイヤ 3 IGMP トラフィックをモニタします。

（注） マルチキャスト グループで、VLAN 中に送信元のみがありレシーバがない場合は、IGMP スヌー
ピングはマルチキャスト トラフィックをマルチキャスト ルータ ポート宛てのみに抑制します。

マルチキャスト グループへの加入

ホストは、非送信請求 IGMP Join メッセージを送信するか、またはマルチキャスト ルータからの
一般的なクエリーに応じて IGMP Join メッセージを送信して（スイッチは、一般的なクエリー
を、マルチキャスト ルータから VLAN 中のすべてのポートに転送します）、マルチキャスト グ
ループに参加します。

IGMP Join 要求に応じて、スイッチは、Join 要求を受信した VLAN のレイヤ 2 転送テーブルにエ
ントリを 1 つ作成します。このマルチキャスト トラフィックに関係する別のホストが IGMP Join 
要求を送る場合、スイッチは、既存のレイヤ 2 転送テーブル エントリにそれを追加します。ス
イッチは、IGMP Join 要求を受信する各マルチキャスト グループ用レイヤ 2 転送テーブルで、
VLAN あたり 1 つのエントリのみを生成します。

IGMP スヌーピングは、マルチキャスト グループごとに 1 つを残して他のすべてのホスト Join 
メッセージを抑制し、この 1 つの Join メッセージだけをマルチキャスト ルータに転送します。

スイッチは、Join メッセージで指定されたマルチキャスト グループ用のマルチキャスト トラ
フィックを、Join メッセージを受信したインターフェイスに転送します（図 32-1 参照）。

IGMP スヌーピングを通じて学習されるレイヤ 2 マルチキャスト グループは、ダイナミックで
す。ただし、mac-address-table static コマンドを使用して、レイヤ 2 マルチキャスト グループを
スタティックに設定することもできます。マルチキャスト グループ アドレスのグループ メンバ
シップをスタティックに指定した場合、そのスタティックな設定は、IGMP スヌーピングの学習
よりも優先されます。マルチキャスト グループ メンバシップのリストは、スタティックな設定
値と、IGMP スヌーピングによって学習された設定値の両方で構成できます。
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IGMP スヌーピングの概要 
図 32-1 最初の IGMP Join メッセージ

マルチキャスト ルータ A が一般的なクエリーをスイッチに送信し、スイッチがそのクエリーを、
同じ VLAN のすべてのメンバーのポート 2 ～ 5 に転送します。ホスト 1 は、マルチキャスト グ
ループ 224.1.2.3 に加入する意思があり、IGMP メンバシップ レポート（IGMP Join メッセージ）
を 0x0100.5E01.0203 と同じ MAC 宛先アドレスを持つグループにマルチキャストします。CPU 
が、ホスト 1 による IGMP レポート マルチキャストを受信すると、CPU は IGMP レポート内の情
報を利用して、表 32-1 に示すように転送テーブル エントリを設定します。これには、ホスト 1 
のポート番号、マルチキャスト ルータ、スイッチの内部 CPU が含まれます。

スイッチ ハードウェアは、IGMP 情報パケットを、マルチキャスト グループ用の他のパケットと
区別できます。テーブル中の 初のエントリは、スイッチング エンジンに対して、IGMP パケッ
トのみを CPU に送信するように指示します。これによって、CPU がマルチキャスト フレームで
過負荷になるのを防止できます。2 番めのエントリはスイッチング エンジンに、
0x0100.5E01.0203 マルチキャスト MAC アドレス宛てのフレームを送信するように指示します。
このフレームは、マルチキャスト ルータ宛て、およびグループに参加しているホスト宛ての 
IGPM パケットではありません（!IGMP）。
別のホスト（たとえば、ホスト 4）が、同じグループ用に非送信請求 IGMP Join メッセージを送
る場合（図 32-2 を参照）、CPU がそのメッセージを受け取り、ホスト 4 のポート番号を転送テー
ブルに追加します（表 32-2 を参照）。転送テーブルは CPU 宛てにのみ IGMP メッセージを送るの
で、メッセージは他のポートへフラッディングされません。既知のマルチキャスト トラフィック
は、CPU 宛てではなくグループ宛てに転送されます。

CPU

 1  2  3  4

 A

IGMP  224.1.2.3

VLAN
PFC

1

0

2 3 4 5

45
75

0

表 32-1 IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス パケットのタイプ ポート

0100.5exx.xxxx IGMP 0

0100.5e01.0203 !IGMP 1、2 
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IGMP スヌーピングの概要
図 32-2 2 番めのホストのマルチキャスト グループへの加入

マルチキャスト グループからの脱退

ここでは、マルチキャスト グループからの脱退について説明します。

 • 通常の脱退処理（p.32-4）
 • 高速脱退処理（p.32-5）

通常の脱退処理

関係するホストは、定期的な一般的 IGMP クエリーに応答を続ける必要があります。VLAN 中の
少なくとも 1 つのホストが一般的 IGMP クエリーに定期的に応答しているかぎり、マルチキャス
ト ルータは引き続きマルチキャスト トラフィックを VLAN に転送します。ホストをマルチキャ
スト グループから脱退させたい場合は、そのホストで定期的な一般的 IGMP クエリーを無視する
か（「暗黙的脱退」と言います）、またはグループ固有の IGMPv2 Leave メッセージを送信します。

IGMP スヌーピングがグループ固有の IGMPv2 Leave メッセージをホストから受信すると、MAC 
ベースの一般的なクエリーを送信して、そのインターフェイスに接続されている他の装置がその
特定のマルチキャスト グループに対するトラフィックに関係があるかどうかを判断します。
IGMP スヌーピングが、この一般的クエリーに対して IGMP Join メッセージを受信しなかった場
合、インターフェイスに接続されている他の装置の中に、このマルチキャスト グループのトラ
フィックの受信に関与している装置はないとみなし、マルチキャスト グループに対応するレイヤ 
2 転送テーブル エントリからそのインターフェイスを削除します。残りのインターフェイスのう
ち、グループに関係するホストのインターフェイスからのみ Leave メッセージが送信され、一般
的なクエリーに応答する IGMP Join メッセージを IGMP スヌーピングが受信しない場合、IGMP 

表 32-2 アップデートされた IGMP スヌーピング転送テーブル

宛先アドレス パケットのタイプ ポート

0100.5exx.xxxx IGMP 0

0100.5e01.0203 !IGMP 1、2、5

CPU

 1  2  3  4

 A

PFC
VLAN

1

0

2 3 4 5

45
75

1
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IGMP スヌーピングの概要 
スヌーピングはグループ エントリを削除して、IGMP 脱退をマルチキャスト ルータにリレーしま
す。マルチキャスト ルータが VLAN からレポートを受信しない場合、マルチキャスト ルータは 
IGMP キャッシュからその VLAN 用のグループを削除します。

テーブル エントリを更新するまでスイッチが待機する時間を、「 終メンバー クエリー時間」と
呼びます。この時間を設定するには、ip igmp snooping last-member-query-interval interval コマン
ドを入力します。

高速脱退処理

IGMP スヌーピングの高速脱退処理を使用すると、IGMP スヌーピングは、レイヤ 2 LAN イン
ターフェイスに IGMP グループ固有のクエリーを送信せずに、転送テーブル エントリからそのイ
ンターフェイスを削除します。グループ固有の IGMPv2 Leave メッセージを受信すると、IGMP ス
ヌーピングはすぐに、そのマルチキャスト グループ用のレイヤ 2 転送テーブル エントリからイ
ンターフェイスを削除します（ポート上でマルチキャスト ルータが学習された場合は除きます）。
高速脱退処理により、スイッチド ネットワーク上のすべてのホストの帯域幅管理が強化されま
す。

（注） 高速脱退処理は、各レイヤ 2 LAN ポートに 1 つのホストしか接続されていない VLAN に限って使
用してください。レイヤ 2 LAN ポートに複数のホストが接続されている VLAN 上で高速脱退を
イネーブルにすると、一部のホストが偶発的にドロップされる可能性があります。高速脱退処理
は、IGMP バージョン 2 のホストについてのみサポートされます。

IGMP スヌーピング クエリアの概要

マルチキャスト トラフィックをルーティングする必要がないため、PIM および IGMP を設定して
いない VLAN 内で IGMP スヌーピングをサポートするには、IGMP スヌーピング クエリアを使用
します。

IP マルチキャスト ルーティングが設定されたネットワークでは、IP マルチキャスト ルータが 
IGMP クエリアとして機能します。VLAN 内のみの IP マルチキャスト トラフィックに、レイヤ 2 
スイッチングを行う必要がある場合、IP マルチキャスト ルータは必要ではありません。ただし、
VLAN 上に IP マルチキャスト ルータがない場合には、クエリーを送信できるよう他のスイッチ
を IGMP クエリアとして設定する必要があります。

IGMP スヌーピング クエリアがイネーブルの場合、IGMP スヌーピング クエリアは、IP マルチ
キャスト トラフィックを受信したいスイッチから IGMP レポート メッセージを開始する IGMPv3 
クエリアを定期的に送信します。IGMP スヌーピングはこれらの IGMP レポートを傍受して、適
切な転送を確立します。

IGMP を使用して IP マルチキャスト トラフィックへの関与をレポートするスイッチでサポートさ
れている VLAN ごとに、1 つの スイッチ を IGMP スヌーピング クエリアとして設定します。

（注） VLAN 内の 1 つのスイッチでのみ IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします。

IP マルチキャスト ルーティングがイネーブルであるかどうかにかかわらず、VLAN 上で IGMP ク
エリーを生成するようにスイッチを設定できます。

IGMP バージョン 3 サポートの概要

ここでは、IGMP バージョン 3 のサポートについて説明します。

 • IGMP バージョン 3 サポートの概要（p.32-6）
 • IGMPv3 高速脱退処理（p.32-6）
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IGMP スヌーピングの概要
 • プロキシ レポート機能（p.32-6）
 • EHT（p.32-7）

IGMP バージョン 3 サポートの概要

IGMP スヌーピングは、IGMP バージョン 3（IGMPv3）をサポートします。IGMPv3 は送信元
ベースのフィルタリングを使用します。これによりホストおよびルータは、特定のマルチキャス
ト グループで許可またはブロックされる送信元アドレスを指定できます。IGMPv3 スヌーピング
をイネーブルにした場合、スイッチは特定の VLAN の特定のグループ用に受信したメッセージに
基づいて IGMPv3 ステートを維持し、このメッセージ内の次の情報に基づいてトラフィックを許
可またはブロックします。

 • 送信元リスト 
 • 許可（include）またはブロック（exclude）フィルタリング オプション

レイヤ 2 テーブルが（MAC グループ、VLAN）ベースのため、IGMPv3 のホストを使用する場
合、マルチキャストの送信元は、各 MAC グループごとに 1 つだけ設定することを推奨します。

（注） IGMPv3 レポートの送信元ベースのフィルタリングは、ハードウェアではサポートされません。
このステートはソフトウェアでのみ維持され、EHT および統計情報収集に使用されます。送信元
のみのエントリは、常に有効な状態に保つために、5 分ごとに削除されて再学習されます。

IGMPv3 高速脱退処理

EHT がイネーブルの場合、IGMPv3 高速脱退処理はアクティブになります。IGMP バージョン 2 
高速脱退処理をイネーブルにする ip igmp snooping fast-leave コマンドは、IGMPv3 高速脱退処理
には影響しません。

IGMPv3 での高速脱退処理は、ソフトウェアの送信元グループ ベースのメンバシップ情報を維持
し、LTL インデックスを MAC GDA 単位で割り当てることによって実装されます。

高速脱退処理がアクティブになると、ホストは送信元からこれ以上トラフィックを受信しない場
合に特定のグループに対し BLOCK_OLD_SOURCES{src-list} メッセージを送信します。スイッチ
がホストからこのメッセージを受信すると、スイッチは特定グループのホストの送信元リストを
解析します。この送信元リストが Leave メッセージで受信されたリストとまったく同じである場
合、スイッチは LTL インデックスからこのホストを削除し、このマルチキャスト グループ トラ
フィックをこのホストへ転送するのを停止します。

送信元リストが一致しない場合、ホストがいずれの送信元からのトラフィック受信にも関与しな
くなるまで、スイッチはホストを LTL インデックスから削除しません。

プロキシ レポート機能

IGMP では、IGMPv1 および IGMPv2 メッセージのプロキシ レポートをサポートして、グループ
固有のクエリーを処理します。これらのクエリーはダウンストリームには送信されませんが、ス
イッチは直接クエリーに応答します。スイッチは、受信したグループ固有のクエリーを終了さ
せ、グループにレシーバがある場合は、IGMP プロキシ レポートを送信します。スイッチ
IGMPv3 メッセージにはプロキシ レポートがありません。IGMPv3 の場合、グループ固有のクエ
リーまたはグループの送信元固有のクエリーは、すべての VLAN メンバー ポートへフラッディ
ングされます。IGMPv3 メンバシップ レポートのデータベースは、受信されたレポートに基づい
て構築されます。

特定のクエリーに応答するホスト レポートは、レポート抑制機能により抑制できます。レポート
抑制は、IGMPv1、IGMPv2、および IGMPv3 メッセージに関してサポートされています。レポー
ト抑制がイネーブルである場合（デフォルト）、スイッチは一般的なクエリーを受信すると、す
べてのホストから各グループまたはチャネル（S,G）へのレポートの抑制サイクルを開始します。
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IGMP スヌーピングのデフォルト設定 
スイッチ検出されたマルチキャスト ルータへの 初のレポートのみが転送されます。これ以外の
レポートは、抑制されます。IGMPv1 および IGMPv2 の場合、抑制時間は一般的なクエリー メッ
セージで示されるレポート応答時間です。IGMPv3 の場合は、一般的なクエリー時間全体で抑制
が行われます。

（注） • IGMP バージョン 3 レポート用の送信元ベースのフィルタリングは、ハードウェアではサ
ポートされません。このステートはソフトウェアでのみ維持され、EHT および統計情報収集
に使用されます。送信元のみのエントリは、常に有効な状態に保つために、5 分ごとに削除
されて再学習されます。

 • EHT をオフにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能はディセーブルになりま
す。

EHT
IGMPv3 では、ポート上のメンバシップ情報の明示的なトラッキングをサポートします。明示的
なトラッキング データベースは、IGMPv3 ホストの高速脱退処理、プロキシ レポート機能、およ
び統計情報収集に使用されます。VLAN で明示的なトラッキングがイネーブルの場合、IGMP ス
ヌーピング ソフトウェアはホストから受信する IGMPv3 レポートを処理し、次の情報を含む明示
的なトラッキング データベースを作成します。

 • ホストに接続されたポート

 • ホストによって報告されたチャネル

 • ホストによって報告された各グループのフィルタ モード

 • ホストによって報告された各グループの送信元リスト

 • 各グループのルータ フィルタ モード

 • 送信元を要求するグループごとのホスト リスト

（注） • EHT をオフにすると、高速脱退処理およびプロキシ レポート機能はディセーブルになりま
す。

 • 明示的なトラッキングがイネーブルでスイッチが proxy-reporting モードで動作している場合、
ルータは VLAN インターフェイスの下位にあるホストのすべてをトラッキングできない場合
があります。

IGMP スヌーピングのデフォルト設定
表 32-3 に、IGMP スヌーピングのデフォルト設定を示します。

表 32-3 IGMP スヌーピングのデフォルト設定 

機能 デフォルト値

IGMP スヌーピング クエリア ディセーブル

IGMP スヌーピング イネーブル

マルチキャスト ルータ 設定なし

IGMPv3 プロキシ レポート機能 イネーブル
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IGMP スヌーピング設定時の注意事項および制約事項
IGMP スヌーピング設定時の注意事項および制約事項
IGMP スヌーピングを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • CGMP クライアント装置をサポートするには、Route Processor（RP; ルート プロセッサ）を 
CGMP サーバとして設定します。次の URL から、『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration 
Guide』Release 12.2 の「IP Multicast」、「Configuring IP Multicast Routing」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcpt3/1cfmulti.htm

 • IP マルチキャストおよび IGMP の詳細については、RFC 1112 および RFC 2236 を参照してく
ださい。

 • IGMP スヌーピングは、プライベート VLAN をサポートします。プライベート VLAN は、
IGMP スヌーピングに制約を課しません。

 • IGMP スヌーピングは MAC マルチキャスト グループ 0100.5e00.0001 ～ 0100.5eff.ffff のトラ
フィックを抑制します。

 • IGMP スヌーピングは、ルーティング プロトコルによって生成されたレイヤ 2 マルチキャス
トは抑制しません。

IGMP スヌーピング クエリア設定時の注意事項および制
約事項

IGMP スヌーピング クエリアを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • IGMP スヌーピング クエリアはクエリア選択をサポートしません。VLAN 内の 1 つのスイッ
チでのみ IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします (CSCsk48795）。

 • グローバル コンフィギュレーション モードで VLAN を設定します（第 17 章「VLAN の設定」 
を参照）。

 • VLAN インターフェイスの IP アドレスを設定してください（第 24 章「レイヤ 3 インター
フェイスの設定」 を参照）。IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにすると、IGMP ス
ヌーピング クエリアはこの IP アドレスをクエリーの送信元アドレスとして使用します。

 • VLAN インターフェイスに IP アドレスが設定されていないと、IGMP スヌーピング クエリア
は起動しません。IP アドレスが消去されると、IGMP スヌーピング クエリアは自身をディ
セーブルにします。IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにした場合、IP アドレスが設
定されていれば、IGMP スヌーピング クエリアが再起動します。

 • IGMP スヌーピング クエリアは、IGMPv3 クエリア メッセージを送信します。クエリア メッ
セージの IGMP バージョンは設定できませんが、クエリアは IGMPv2 ホストと互換性があり
ます。

IGMP スヌーピング ルータの学習
方式

PIM または IGMP パケットによって自動的に学習

高速脱退処理 ディセーブル

CGMP 自動検出 イネーブル

IGMPv3 EHT イネーブル

表 32-3 IGMP スヌーピングのデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト値
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IGMP スヌーピング クエリアのイネーブル化  
 • IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにすると、マルチキャスト ルータから IGMP トラ
フィックが検出されなければ、IGMP スヌーピング クエリアは 60 秒後に起動します。IGMP 
スヌーピング クエリアの起動後、マルチキャスト ルータまたは VLAN 内の他の IGMP スヌー
ピング クエリアからの IGMP トラフィックが検出されると、クエリアはディセーブルになり
ます。

 • IGMP スヌーピングがイネーブルの場合、QoS（Quality of Service）は IGMP パケットをサ
ポートしません。

IGMP スヌーピング クエリアのイネーブル化 
マルチキャスト トラフィックをルーティングする必要がないため、PIM および IGMP を設定して
いない VLAN 内で IGMP スヌーピングをサポートするには、IGMP スヌーピング クエリアを使用
します。

VLAN で IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 で IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにし、設定を確認する例を示しま
す。

Router# interface vlan 200 
Router(config-if)# ip address 172.20.52.106 255.255.255.248
Router(config-if)# igmp snooping querier 
Router(config-if)# end 
Router# show ip igmp interface vlan 200 | include querier 
IGMP snooping querier is enabled on this interface
Router#

IGMP スヌーピングの設定

（注） IGMP スヌーピングを使用するには、マルチキャスト ルーティングできるようにサブネットでレ
イヤ 3 インターフェイスを設定するか（第 31 章「IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの
設定」 を参照）、またはサブネットで IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにします
（「IGMP スヌーピング クエリアのイネーブル化」[p.32-9] を参照）。

IGMP スヌーピングにより、スイッチで IGMP パケットを調べ、パケットの内容に基づいて転送
先を決定できます。

ここでは、IGMP スヌーピングを設定する手順について説明します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip address ip_address 
subnet_mask 

IP アドレスおよび IP サブネットを設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip igmp snooping querier IGMP スヌーピング クエリアをイネーブルにしま
す。

Router(config-if)# no ip igmp snooping querier IGMP スヌーピング クエリアをディセーブルにし
ます。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show ip igmp interface vlan vlan_ID | 
include querier 

設定を確認します。
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IGMP スヌーピングの設定
 • IGMP スヌーピングのイネーブル化（p.32-10）
 • マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続の設定（p.32-11）
 • マルチキャスト ルータ ポートのスタティックな設定（p.32-11）
 • IGMP スヌーピング クエリー時間の設定（p.32-11）
 • IGMP 高速脱退処理のイネーブル化（p.32-12）
 • SSM マッピングの設定（p.32-13）
 • CGMP 自動検出（p.32-13）
 • CGMP 自動検出（p.32-13）
 • IGMP スヌーピング情報の表示（p.32-14）

（注） ip igmp snooping コマンドを除き、すべての IGMP スヌーピング コマンドは VLAN インターフェ
イス上でのみサポートされます。

IGMP スヌーピングのイネーブル化

IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router(config)# ip igmp snooping 
Router(config)# end 
Router# show ip igmp interface vlan 200 | include globally 
  IGMP snooping is globally enabled
Router#

特定の VLAN で IGMP スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 25 で IGMP スヌーピングをイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router# interface vlan 25 
Router(config-if)# ip igmp snooping 
Router(config-if)# end 
Router# show ip igmp interface vl25 | include snooping

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config)# no ip igmp snooping IGMP スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show ip igmp interface vlan vlan_ID | 
include globally 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config-if)# no ip igmp snooping IGMP スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show ip igmp interface vlan vlan_ID | 
include snooping 

設定を確認します。
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IGMP スヌーピングの設定 
  IGMP snooping is globally enabled
  IGMP snooping is enabled on this interface 
  IGMP snooping fast-leave is disabled and querier is disabled
  IGMP snooping explicit-tracking is enabled on this interface 
  IGMP snooping last member query interval on this interface is 1000 ms
Router#

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続の設定

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続を設定するには、次の作業を行います。

スタティックな接続を設定する場合、disable-snooping キーワードを入力することで、スタ
ティックに設定されたマルチキャスト MAC アドレスにアドレス指定されたマルチキャスト トラ
フィックが、同じ VLAN 内の別のポートに送信されるのも防止できます。

次に、マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接続を設定する例を示します。

Router(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 12 interface fastethernet 5/7 

マルチキャスト ルータ ポートのスタティックな設定

マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を設定するには、次の作業を行います。

ルータへのインターフェイスは、コマンドを入力する VLAN に存在する必要があります。イン
ターフェイスは管理上アップ状態で、回線プロトコルはアップ状態である必要があります。

次に、マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を設定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping mrouter interface fastethernet 5/6 

IGMP スヌーピング クエリー時間の設定

特定のマルチキャスト グループにホストがまだ関係しているかどうかを判別するグループ固有の
クエリーを送信したあとで、スイッチが待機する時間を設定できます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mac-address-table static mac_addr 
vlan vlan_id interface type1 slot/port 
[disable-snooping]

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接
続を設定します。

Router(config)# no mac-address-table static 
mac_addr vlan vlan_id 

マルチキャスト レシーバーへのスタティックな接
続を消去します。

ステップ 2 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mac-address-table address mac_addr 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-if)# ip igmp snooping mrouter 
interface type1 slot/port

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 

マルチキャスト ルータへのスタティックな接続を
設定します。

ステップ 2 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show ip igmp snooping mrouter 設定を確認します。
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IGMP スヌーピングの設定
（注） IGMP 高速脱退処理と IGMP クエリー時間の両方を設定した場合は、高速脱退処理が優先されま
す。

スイッチによって送信される IGMP スヌーピング クエリー時間を設定するには、次の作業を行い
ます。

次に、IGMP スヌーピング クエリー時間を設定する例を示します。

Router(config-if)# ip igmp snooping last-member-query-interval 200
Router(config-if)# exit
Router# show ip igmp interface vlan 200 | include last 
  IGMP snooping last member query interval on this interface is 200 ms

IGMP 高速脱退処理のイネーブル化

高速脱退設定は、IGMP バージョン 2 のホストにのみ適用されます。特定の VLAN 上で IGMP 高
速脱退処理をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 200 インターフェイスで、IGMP バージョン 2 のホストに対して IGMP 高速脱退処理
をイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router# interface vlan 200 
Router(config-if)# ip igmp snooping 
Router(config-if)# ip igmp snooping fast-leave 
Configuring fast leave on vlan 200
Router(config-if)# end 
Router# show ip igmp interface vlan 200 | include fast-leave 
IGMP snooping fast-leave is enabled on this interface

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip igmp snooping 
last-member-query-interval interval 

スイッチによって送信される IGMP スヌーピング 
クエリー時間を設定します。デフォルトは 1 秒で
す。有効な範囲は 100 ～ 999 ミリ秒です。

Router(config-if)# no ip igmp snooping last デフォルト値に戻します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip igmp snooping IGMP スヌーピングをイネーブルにします。この
手順は、IGMP スヌーピングがこの VLAN 上でイ
ネーブルになっていない場合に限り必要です。

ステップ 3 Router(config-if)# ip igmp snooping fast-leave VLAN 上で IGMP 高速脱退処理をイネーブルにし
ます。

Router(config-if)# no ip igmp snooping fast-leave VLAN 上で IGMP 高速脱退処理をディセーブルに
します。
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IGMP スヌーピングの設定 
SSM マッピングの設定

（注） IGMPv3 マルチキャスト レシーバーをサポートする VLAN では、SSM マッピングを設定しない
でください。

SSM マッピングを設定する場合は、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_2/gtssmma.htm

CGMP 自動検出

スイッチは、デフォルトで CGMP 自動検出機能を使用して、CGMP パケットを検出します。
CGMP 自動検出は次のように動作します。

 • CGMP トラフィックが VLAN 上で検出されると、IGMP レポート抑制はその VLAN 上で 5 分
間ディセーブルとなります。

 • VLAN 上で新しい CGMP トラフィックが検出されるたびに、新たな 5 分間の測定を開始しま
す。

 • CGMP トラフィックが新たに検出されない状態が 5 分間で続くと、IGMP レポート抑制は設
定されているステータスに戻ります。

CGMP 自動検出機能には、VTP 情報へのアクセス権がないため、スイッチは VTP がトランクか
らプルーニングした VLAN に CGMP トラフィックを送信します。この状況を回避するには、no 
ip igmp snooping cgmp auto-detect グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力して、
CGMP 自動検出機能をディセーブルにします。CGMP 自動検出をディセーブルにすると、レイヤ 
2 への CGMP トラフィックが制限されます。CGMP 自動検出がディセーブルの場合は、CGMP を
使用するすべての VLAN に対して、IGMP レポート抑制を手動でディセーブルにする必要があり
ます。

CGMP 自動検出をディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# no ip igmp snooping cgmp 
auto-detect

CGMP auto-detect モードをグローバルにディセー
ブルにします。

ステップ 2 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# no ip igmp snooping 
report-suppression 

IGMP スヌーピング レポート抑制をディセーブル
にして、CGMP がこの VLAN 上のすべてのレポー
ト メッセージを受信するようにします。

ステップ 4 Router(config-if)# ip cgmp この VLAN 上で CGMP モードをイネーブルにし
ます。
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IGMP スヌーピングの設定
IGMPv3 EHT の設定

VLAN で EHT をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、EHT をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface vlan 25
Router(config-if)# ip igmp snooping explicit-tracking
Router(config-if)# end
Router# show ip igmp snooping explicit-tracking vlan 25 

Source/Group                    Interface    Reporter        Filter_mode
------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE    
10.2.2.2/226.2.2.2              Vl25:1/2     16.27.2.3       INCLUDE 

IGMP スヌーピング情報の表示

ここでは、IGMP スヌーピング情報の表示方法について説明します。

 • マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示（p.32-14）
 • MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示（p.32-15）
 • VLAN インターフェイスの IGMP スヌーピング情報の表示（p.32-15）
 • IGMP スヌーピング統計情報の表示（p.32-16）

マルチキャスト ルータ インターフェイスの表示

IGMP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチはマルチキャスト ルータの接続先インター
フェイスを自動的に学習します。

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 のマルチキャスト ルータ インターフェイスを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping mrouter vlan 1
vlan            ports
-----+----------------------------------------
  1          Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip igmp snooping 
explicit-tracking 

EHT をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ip igmp snooping 
explicit-tracking

EHT 設定を消去します。

ステップ 3 Router# show ip igmp snooping explicit-tracking 
{vlan vlan-id}

IGMPv3 ホストの EHT ステータスに関する情報を
表示します。

コマンド 目的

Router# show ip igmp snooping mrouter 
vlan_ID 

マルチキャスト ルータ インターフェイスを表
示します。
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IGMP スヌーピングの設定 
MAC アドレス マルチキャスト エントリの表示

VLAN の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示するには、次の作業を行います。

次に、VLAN 1 の MAC アドレス マルチキャスト エントリを表示する例を示します。

Router# show mac-address-table multicast vlan 1
vlan   mac address     type    qos             ports
-----+---------------+--------+---+--------------------------------
  1  0100.5e02.0203  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0127  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0128  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router
  1  0100.5e00.0001  static   --  Gi1/1,Gi2/1,Fa3/48,Router,Switch
Router#

次に、ある VLAN について MAC アドレス エントリの総数を表示する例を示します。

Router# show mac-address-table multicast 1 count

Multicast MAC Entries for vlan 1:    4
Router#

VLAN インターフェイスの IGMP スヌーピング情報の表示

特定の VLAN インターフェイスについて IGMP スヌーピング情報を表示するには、次の作業を行
います。

次に、VLAN 200 インターフェイスの IGMP スヌーピング情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp interface vlan 43 
Vlan43 is up, line protocol is up
  Internet address is 43.0.0.1/24
  IGMP is enabled on interface
  Current IGMP host version is 2
  Current IGMP router version is 2
  IGMP query interval is 60 seconds
  IGMP querier timeout is 120 seconds
  IGMP max query response time is 10 seconds
  Last member query count is 2
  Last member query response interval is 1000 ms
  Inbound IGMP access group is not set
  IGMP activity:1 joins, 0 leaves
  Multicast routing is enabled on interface
  Multicast TTL threshold is 0
  Multicast designated router (DR) is 43.0.0.1 (this system)
  IGMP querying router is 43.0.0.1 (this system)
  Multicast groups joined by this system (number of users):
      224.0.1.40(1)
  IGMP snooping is globally enabled
  IGMP snooping is enabled on this interface 
  IGMP snooping fast-leave is disabled and querier is disabled

コマンド 目的

Router# show mac-address-table multicast vlan_ID 
[count]

VLAN の MAC アドレス マルチキャス
ト エントリを表示します。

コマンド 目的

Router# show ip igmp interface vlan_ID 特定の VLAN インターフェイス上の IGMP ス
ヌーピング情報を表示します。
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MVR の概要
  IGMP snooping explicit-tracking is enabled on this interface 
  IGMP snooping last member query interval on this interface is 1000 ms
Router# 

IGMP スヌーピング統計情報の表示

show ip igmp snooping statistics interface vlan_ID コマンドを入力すると、次の情報が表示されま
す。

 • グループのメンバーであるポートのリスト 
 • フィルタ モード

 • ポートの下位のレポータのアドレス

 • clear ip igmp snooping statistics コマンドの前回入力後に収集された 終加入および 終脱退
情報

IGMP スヌーピング統計情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス VLAN 25 の IGMP スヌーピング統計情報の例を示します。

Router# show ip igmp snooping statistics interface vlan 25

Snooping statistics for Vlan25
#channels:2
#hosts   :1
 
Source/Group            Interface       Reporter      Uptime        Last-Join   Last-Leave
10.1.1.1/226.2.2.2      Gi1/2:Vl25      16.27.2.3     00:01:47      00:00:50      -     
10.2.2.2/226.2.2.2      Gi1/2:Vl25      16.27.2.3     00:01:47      00:00:50      - 
Router#

MVR の概要
MVR は Release12.2(33)SXF 以降のリリースでサポートされます。MVR は、イーサネット リング
ベースのサービス プロバイダー ネットワークでマルチキャスト トラフィックを広範囲に配信す
るアプリケーション（サービス プロバイダー ネットワークで複数の TV チャネルのブロードキャ
ストなど）用に設計されています。MVR により、ポート上の加入者はネットワーク全体にわた
るマルチキャスト VLAN のマルチキャスト ストリームに加入または脱退できます。単一のマル
チキャスト VLAN をネットワーク内で共有しながら、加入者は異なる VLAN に留まることがで
きます。MVR を使用すると、マルチキャスト VLAN 内でマルチキャスト ストリームを継続的に
送信する一方で、帯域幅およびセキュリティを確保するため、加入者 VLAN からストリームを隔
離できます。

MVR では、加入者ポートが IGMP Join メッセージおよび Leave メッセージを送出することによ
り、マルチキャスト ストリームへ加入および脱退（join または leave）すると想定しています。
これらのメッセージは、イーサネット接続された IGMP バージョン 2 互換のホストから発信され
ます。MVR は、IGMP スヌーピングの基本メカニズムで動作しますが、これらの 2 つの機能は相
互に独立して動作します。それぞれ、もう一方の機能の動作に影響を与えずにイネーブルまたは
ディセーブルに設定できます。ただし、IGMP スヌーピングと MVR の両方がイネーブルの場合、
MVR は、MVR で設定されたマルチキャスト グループからの Join および Leave メッセージに対し
てのみ反応します。他のすべてのマルチキャスト グループからの Join および Leave メッセージ
は、IGMP スヌーピングにより管理されます。

コマンド 目的

Router# show ip igmp snooping statistics 
interface vlan_ID 

特定の VLAN インターフェイス上の IGMP ス
ヌーピング情報を表示します。
32-16
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 32 章      IPv4 マルチキャスト トラフィック用 IGMP スヌーピングおよび MVR の設定

MVR の概要 
MVR では、次の処理を行います。

 • MVR IP マルチキャスト ストリーム、および関連するレイヤ 2 転送テーブルの IP マルチキャ
スト グループを識別します。

 • IGMP メッセージを代行受信します。

 • 受信者が送信元とは別の VLAN 内に存在する場合でも、レイヤ 2 転送テーブルで、マルチ
キャスト ストリームの受信者として加入者を含めるか、または削除するよう変更します。

この転送動作により、さまざまな VLAN 間のトラフィックが選択的に許可されます。

スイッチは、MVR IP マルチキャスト ストリームのマルチキャスト データを、IGMP レポートま
たは MVR のスタティック コンフィギュレーションのいずれかを使用して、ホストが加入した 
MVR ポートに対してのみ転送します。スイッチは、MVR ホストから受信した IGMP レポートを
送信元（アップリンク）ポートに対してのみ転送します。これにより、MVR データ ポート リン
ク上で不要な帯域幅が使用されなくなります。

MVR に参加するのは、レイヤ 2 ポートだけです。ポートは MVR の受信ポートとして設定する必
要があります。スイッチごとに 1 つの MVR マルチキャスト VLAN のみがサポートされます。

マルチキャスト TV アプリケーションでの MVR の使用

マルチキャスト TV アプリケーションでは、PC またはセットトップ ボックスを装備した TV がマ
ルチキャスト ストリームを受信できます。複数のセットトップ ボックスまたは複数の PC を、
MVR 受信ポートとして設定されたスイッチ ポートである 1 つの加入者ポートに接続できます。
図 32-3 に、構成例を示します。DHCP は、セットトップ ボックスまたは PC に IP アドレスを割り
当てます。加入者がチャネルを選択すると、適切なマルチキャストに加入するため、セットトッ
プ ボックスまたは PC から IGMP レポートがスイッチ A に送信されます。IGMP レポートが設定
済みの IP マルチキャスト グループ アドレスの いずれかに一致する場合、SP CPU は、この受信
ポートおよび VLAN が指定のマルチキャスト ストリームの転送先として含まれるように、マル
チキャスト VLAN からマルチキャスト ストリームを受信した際に、ハードウェア アドレス テー
ブルを変更します。マルチキャスト VLAN との間でマルチキャスト データを送受信するアップ
リンク ポートを MVR 送信元ポートと呼びます。
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MVR の概要
図 32-3 MVR の例

加入者がチャネルを変更するか、TV をオフにすると、セットトップ ボックスからマルチキャス
ト ストリームの IGMP Leave メッセージが送信されます。SP CPU は、受信ポートの VLAN を介
して MAC ベースの一般クエリーを送信します。VLAN 内に、このグループに加入している別の
セットトップ ボックスがある場合、そのセットトップ ボックスはクエリーで指定された 大応
答時間内に応答する必要があります。CPU が応答を受信しなければ、このグループの転送先から
受信ポートを除外します。

即時脱退機能がイネーブルでない場合、スイッチは受信ポートの加入者から IGMP Leave メッ
セージを受信すると、このポートに IGMP クエリーを送信し、IGMP グループ メンバシップ レ
ポートを待機します。設定された時間内にレポートを受信しなければ、受信ポートはマルチキャ
スト グループ メンバシップから削除されます。即時脱退機能がイネーブルの場合、IGMP Leave 
を受信した受信ポートから、IGMP クエリーは送信されません。Leave メッセージが受信される
とすぐに、受信ポートはマルチキャスト グループ メンバシップから削除されるため、脱退遅延
は短縮されます。即時脱退機能は、1 つの受信装置が接続された受信ポートでのみイネーブルに
してください。
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MVR の設定 
MVR では、各 VLAN の加入者に TV チャネルのマルチキャスト トラフィックを重複して送信す
る必要がありません。すべてのチャネルのマルチキャスト トラフィックは、VLAN トランクで 1 
度だけ送信されます（マルチキャスト VLAN のみ）。IGMP Leave および Join メッセージは、加入
者ポートが割り当てられた VLAN 内で送信されます。これらのメッセージにより、レイヤ 3 デバ
イス（スイッチ B）上のマルチキャスト VLAN 内のマルチキャスト トラフィック ストリームは
ダイナミックに登録されます。アクセス レイヤ スイッチ（スイッチ A）は、マルチキャスト 
VLAN から別の VLAN 内の加入者ポートにトラフィックが転送されるよう転送動作を変更し、2 
つの VLAN 間で選択的にトラフィックが送信されるようにします。

IGMP レポートは、マルチキャスト データと同じ IP マルチキャスト グループ アドレスに送信さ
れます。スイッチ A の CPU は、受信ポートからのすべての IGMP Join および Leave メッセージを
取り込んで、送信元（アップリンク）ポートのマルチキャスト VLAN に転送する必要がありま
す。

MVR の設定
ここでは、次の設定情報について説明します。

 • MVR のデフォルト設定（p.32-19）
 • MVR 設定時の注意事項および制限事項（p.32-20）
 • MVR グローバル パラメータの設定（p.32-20）
 • MVR インターフェイスの設定（p.32-21）
 • MVR 情報の表示（p.32-23）
 • MVR カウンタのクリア（p.32-24）

MVR のデフォルト設定

表 32-4 に、MVR のデフォルト設定を示します。

表 32-4 MVR のデフォルト設定 

機能 デフォルト設定

MVR グローバルおよびインターフェイス
単位でディセーブル

マルチキャスト アドレス 設定なし

クエリー応答時間 1 秒

マルチキャスト VLAN VLAN 1

インターフェイス（ポート単位）
のデフォルト

受信ポートまたは送信元ポートのど
ちらでもない

即時脱退 すべてのポートでディセーブル
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MVR の設定
MVR 設定時の注意事項および制限事項

MVR を設定する際に、以下の注意事項に従ってください。

 • スイッチ上に存在できる MVR VLAN は 1 つだけで、同一ネットワーク内のすべてのスイッ
チで MVR VLAN と同じ VLAN を設定する必要があります。

 • 送信元ポートは、MVR VLAN 内に存在することはできません。

 • スイッチの受信ポートは別の VLAN 内に存在できますが、MVR VLAN 内にある必要があり
ます。

 • 受信ポートにすることができるのは、アクセス ポートのみで、トランク ポートは受信ポート
にできません。

 • プライベート VLAN を使用する場合、セカンダリ VLAN を MVR VLAN として設定できませ
ん。

 • マルチキャスト ルータを受信ポートに接続しないでください。

 • MVR VLAN を、マルチキャスト ルートの RPF インターフェイスにしないでください。

 • MVR 受信ポートで受信された MVR データは、MVR 送信元ポートに転送されません。

 • スイッチ上で設定可能なマルチキャスト エントリ（MVR グループ アドレス）の 大数（す
なわち、受信可能な TV チャネルの 大数）は、8000 です。

 • IPv6 マルチキャスト グループの MVR は、サポートされません。

 • MVR は、ネイティブ システムでのみ使用できます。

 • MVR VLAN の数が 1 ～ 1000 である場合は、VTP プルーニングをディセーブルにする必要が
あります。

 • スイッチ上で、MVR は IGMP スヌーピングと共存できます。

 • MVR は、IGMPv3 メッセージをサポートします。

MVR グローバル パラメータの設定

デフォルト設定の使用を選択した場合は、オプションの MVR パラメータを設定する必要はあり
ません。デフォルトのパラメータ（MVR VLAN を除く）を変更する前に、まず MVR をイネーブ
ルにする必要があります。

（注） この項で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Software 
Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

MVR グローバル パラメータを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# mvr スイッチ上で MVR をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# mvr max-groups max-groups MVR グループの 大数を指定します。指定でき
る範囲は 1 ～ 8000 です。デフォルトは 1000 です。
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MVR の設定 
スイッチをデフォルト設定に戻すには、no mvr [group ip-address | querytime | vlan] 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。

次に、MVR をイネーブルにし、グループ アドレスを設定し、クエリー時間を 1 秒（10/10）に設
定し、MVR マルチキャスト VLAN を VLAN 22 に指定する例を示します。

Router(config)# mvr
Router(config)# mvr group 228.1.23.4
Router(config)# mvr querytime 10
Router(config)# mvr vlan 22 
Router(config)# end 

show mvr groups 特権 EXEC コマンドを使用すると、スイッチ上の MVR マルチキャスト グルー
プ アドレスを確認できます。

MVR インターフェイスの設定

レイヤ 2 MVR インターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 4 Router(config)# mvr group ip-address [count] スイッチ上で IP マルチキャスト アドレスを設定
するか、または count パラメータを使用して

（count の範囲は 1 ～ 256 で、デフォルト は 1）連
続する MVR グループ アドレスを設定します。こ
のアドレスに送信されるすべてのマルチキャスト 
データは、スイッチ上の送信元ポートおよびこの
マルチキャスト アドレス上のデータを受信する
よう選択されたすべての受信ポートに送信されま
す。各マルチキャスト アドレスは、1 つの TV 
チャネルに対応付けられます。

ステップ 5 Router(config)# mvr querytime value （任意）マルチキャスト グループ メンバシップか
らポートを削除する前に、受信ポート上で IGMP 
レポート メンバシップを待機する 大時間を定
義します。この値は、1/10 秒単位で指定します。
指定できる範囲は 1 ～ 100 で、デフォルトは 
10/10、つまり 1 秒です。

ステップ 6 Router(config)# mvr vlan vlan-id （任意）マルチキャスト データを受信する VLAN 
を指定します。すべての送信元ポートはこの 
VLAN に属する必要があります。指定できる 
VLAN 範囲は 1 ～ 1001、および 1006 ～ 4094 で、
デフォルトは VLAN 1 です。

ステップ 7 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Router# show mvr 設定を確認します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# mvr スイッチ上で MVR をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# interface interface-id 設定するレイヤ 2 ポートを指定して、インター
フェイス コンフィギュレーション モードを開始
します。
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MVR の設定
インターフェイスをデフォルト設定に戻すには、no mvr [type | immediate] 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。

次に、送信元ポートおよび受信ポートを設定し、受信ポート上で即時脱退機能を設定する例を示
します。

Router(config)# mvr
Router(config)# interface gigabitethernet 3/48
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport access vlan 22
Router(config-if)# mvr type source 
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface gigabitethernet 3/47
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport access vlan 30
Router(config-if)# mvr type receiver 
Router(config-if)# mvr immediate
Router(config-if)# exit
Router(config)# 

ステップ 4 Router(config-if)# mvr type {source | receiver} MVR ポートを、次のポート タイプのいずれかに
設定します。

 • source — マルチキャスト データを送受信する
アップリンク ポートを送信元ポートとして設
定します。加入者は、直接送信元ポートに接
続できません。スイッチ上の送信元ポートは
いずれも、1 つのマルチキャスト VLAN に属
する必要があります。

 • receiver — ポートが加入者ポートで、マルチ
キャスト データの受信のみを行う場合には、
ポートを受信ポートとして設定します。この
ポートは、スタティックにまたは IGMP Leave 
および Join メッセージによりマルチキャスト 
グループのメンバーなるまでは、データを受
信しません。受信ポートは、マルチキャスト 
VLAN に属することはできません。

MVR 特性で非 MVR ポートを設定しようとする
と、エラーが発生します。デフォルトでは、非 
MVR ポートに設定されています。

ステップ 5 Router(config-if)# mvr immediate （任意）ポート上で MVR の即時脱退機能をイネー
ブルにします。この機能は、デフォルトでディ
セーブルです。

（注） このコマンドは受信ポートにだけ適用し
ます。即時脱退機能は、1 つの受信装置が
接続された受信ポート上でのみイネーブ
ルにする必要があります。

ステップ 6 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Router# show mvr 設定を確認します。

コマンド 目的
32-22
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 32 章      IPv4 マルチキャスト トラフィック用 IGMP スヌーピングおよび MVR の設定

MVR 情報の表示 
MVR 情報の表示
スイッチまたは指定されたインターフェイスの MVR 情報を表示できます。MVR 設定を表示する
には、次の作業の 1 つまたは複数を実行します。

次に、スイッチの MVR ステータスおよび値を表示する例を示します。

Router# show mvr 
MVR Running: TRUE 
MVR multicast vlan: 22 
MVR Max Multicast Groups: 1000  
MVR Current multicast groups: 256  
MVR Global query response time: 10 (tenths of sec) 

次に、MVR グループの設定を表示する例を示します。:
Router# show mvr groups
MVR max Multicast Groups allowed: 8000 
MVR current multicast groups: 8000 
MVR groups: 
        Group start     Group end       Type  Count/Mask
        --------------- --------------- ----- ---------------
        225.0.7.226     225.0.7.226     count 1

コマンド 目的

Router# show mvr スイッチ の MVR ステータスおよび値を表示します。
MVR がイネーブルまたはディセーブルであるか、マルチ
キャスト VLAN、設定済みのマルチキャスト グループの

大数および現在の数、およびクエリー応答時間が表示
されます。

Router# show mvr groups MVR グループの設定を表示します。

Router# show mvr interface [type module/port] すべての MVR インターフェイスおよびその MVR 設定を
表示します。

特定のインターフェイスを入力すると、次の情報が表示
されます。

 • Type — 受信または送信元

 • Status — 次のいずれか

 – Active — ポート上の MVR グループに対して、少
なくとも 1 つの IGMP Join が受信されている。

 – Inactive — ポートはいずれの MVR グループにも
参加していない。

 – UP/Down — ポートはフォワーディング（アップ）
または非フォワーディング（ダウン）である。

 • 即時脱退 — イネーブルまたはディセーブル

Router# show mvr members [[vlan vlan-id] | [type 
module/port]]

すべての MVR メンバーまたは指定された VLAN または
ポートの MVR メンバーの詳細を表示します。

Router# show mvr members [[vlan vlan-id] | [type 
module/port]] count

すべてのアクティブな MVR グループ、または指定された 
VLAN あるいはポートの MVR メンバーの数を表示しま
す。

Router# show mvr {receiver-ports | source-ports} 
[type module/port]

いずれかの IP マルチキャスト グループのメンバーである
か、指定されたインターフェイス ポート上にある受信
ポートまたは送信元ポートをすべて表示します。
32-23
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 32 章      IPv4 マルチキャスト トラフィック用 IGMP スヌーピングおよび MVR の設定              

MVR 情報の表示
        225.0.7.227     225.0.7.227     count 1
        225.0.7.228     225.0.7.228     count 1
        225.0.7.229     225.0.7.229     count 1
        225.0.7.230     225.0.7.230     count 1
        225.0.7.231     225.0.7.231     count 1
        236.8.7.0       236.8.7.255     mask  255.255.255.0  
        237.8.7.0       237.8.7.255     mask  255.255.255.0  
        237.8.8.0       237.8.8.255     mask  255.255.255.0  

次に、すべての MVR インターフェイスおよびその MVR 設定を表示します。

Router# show mvr interface
Port      VLAN  Type       Status           Immediate Leave
----      ----  ----       ------           ---------------
Gi1/20       2  RECEIVER   ACTIVE/UP        DISABLED  
Gi1/21       2  SOURCE     ACTIVE/UP        DISABLED  

次に、VLAN 2 上のすべての MVR メンバーを表示する例を示します。

Router# show mvr members vlan 2
MVR Group IP      Status     Members
------------      ------     -------
224.000.001.001   ACTIVE     Gi1/20(u),Gi1/21(u)
224.000.001.002   ACTIVE     Fa3/2(d),Gi1/12(u)

次に、すべての MVR VLAN 上の MVR メンバー数を表示する例を示します。

Router# show mvr members count

Count of active MVR groups:
Vlan 490: 400
Vlan 600: 400
Vlan 700: 0
Vlan 950: 0

次に、いずれかの IP マルチキャスト グループのメンバーである受信ポートすべてを表示する例
を示します。

Router# show mvr receiver-ports
Joins: v1,v2,v3 counter shows total IGMP joins
       v3 counter shows IGMP joins received with both MVR and non-MVR groups
Port   VLAN Status          Immediate            Joins
                              Leave         (v1,v2,v3)     (v3)
----   ---- -------------  ----------   ---------- -----------
Gi1/7   202 INACTIVE/UP    ENABLED           305336             0
Gi1/8   202 ACTIVE/UP     DISABLED             4005             0
Gi1/9   203 INACTIVE/DOWN DISABLED           53007            0
Gi1/10  203 ACTIVE/UP      DISABLED             6204             0
Gi1/11  204 ACTIVE/UP      DISABLED                0           940
Gi1/12  205 INACTIVE/UP    ENABLED              8623             0

MVR カウンタのクリア

スイッチ、送信元ポートまたは受信ポート、あるいは指定されたインターフェイスの MVR Join 
カウンタをクリアできます。

MVR カウンタをクリアするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router# clear mvr counters [[receiver-ports | 
source-ports] [type module/port]]

すべての MVR ポート、送信元ポートまたは受信ポート、
あるいは指定された MVR インターフェイス ポートの 
Join カウンタをクリアします。
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MVR 情報の表示 
次に、ポート GigabitEthernet 1/7 上の受信ポートの Join カウンタをクリアする例を示します。

Router# clear mvr receiver-ports GigabitEthernet 1/7
Router# show mvr receiver-ports GigabitEthernet 1/7
Joins: v1,v2,v3 counter shows total IGMP joins
       v3 counter shows IGMP joins received with both MVR and non-MVR groups
Port   VLAN Status          Immediate            Joins
                               Leave         (v1,v2,v3)     (v3)
----   ---- -------------  ----------   ---------- -----------
Gi1/7   202 INACTIVE/UP    ENABLED                 0             0
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MVR 情報の表示
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IPv4 IGMP フィルタリングおよびルータ 
ガードの設定

この章では、ポートの IGMP トラフィックへのアクセスを制御するため、IGMP トラフィック 
フィルタリングおよびルータ ガードを設定する方法について説明します。IGMP トラフィック 
フィルタリングおよびルータ ガードは、Release 12.2(33)SXH 以降でサポートされます。

ここでは、マルチキャスト ホスト（受信者）の IGMP フィルタリングおよびルータ ガード機能
について説明します。

 • IGMP フィルタリングの概要（p.33-1）
 • ルータ ガードの概要（p.33-7）

IGMP フィルタリングの概要 
ここでは、IGMP フィルタリングについて説明します。

 • IGMP フィルタリングの概要（p.33-1）
 • IGMP フィルタ（p.33-2）
 • IGMP フィルタの優先順位（p.33-4）
 • IGMP フィルタリングの表示（p.33-5）
 • IGMP フィルタリングの統計情報のクリア（p.33-7）

IGMP フィルタリングの概要

IGMP スヌーピングは、レイヤ 2 レベルでマルチキャスト グループ メンバシップを学習し、維持
するプロトコルです。IGMP スヌーピングは、IGMP トラフィックを確認して、特定の送信元お
よびグループからのマルチキャスト トラフィックを受信できるポートを決定します。この情報
は、マルチキャスト トラフィックを関係するポートにだけ転送するのに使用されます。IGMP ス
ヌーピングの主な利点は、パケットのフラッディングを軽減することです。IGMP スヌーピング
の詳細については、「IGMP フィルタリングの概要」（p.33-1）を参照してください。

IGMP フィルタリングを使用することにより、ユーザは Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮
想インターフェイス）上、ポート単位、または ポート単位 /VLAN 単位でフィルタを設定し、
ネットワークを経由する IGMP トラフィックの伝播を制御できるようになります。IGMP フィル
タリングは、IGMP トラフィックを管理することにより、IGMP スヌーピングを管理する機能を
提供し、その結果マルチキャスト トラフィックの転送を制御します。
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IGMP フィルタリングの概要
IGMP パケットを受信すると、IGMP フィルタリングはユーザによって設定されたフィルタを使
用して、IGMP パケットを廃棄するか、または既存の IGMP スヌーピング コードによる処理を許
可するかを決定します。IGMP バージョン 1 または 2 のパケットの場合、パケット全体が廃棄さ
れます。IGMPv3 パケットの場合、パケットはフィルタによって拒否されたメッセージ エレメン
トを削除するよう書き換えられます。

IGMP フィルタリング機能は、SSO に準拠します。

IGMP トラフィック フィルタは、ポートのマルチキャスト トラフィックへのアクセスを制御しま
す。アクセスは、次の事項に基づいて制限されます。

 • ポート上に追加できるマルチキャスト グループまたはチャネル。チャネルには、グループお
よびマルチキャスト トラフィックの送信元の両方を指定する IGMPv3 ホストが加入します。

 • 特定のポートまたはインターフェイス上で許可されるグループまたはチャネルの 大数
（サービスを要求するホスト数とは関係なく）

 • IGMP プロトコル バージョン（たとえば、すべての IGMPv1 メッセージを許可しない）

IGMP フィルタリング コマンドを入力すると、ユーザ ポリシーがレイヤ 3 SVI インターフェイ
ス、レイヤ 2 ポート、またはレイヤ 2 トランク ポート上の特定の VLAN に適用されます。レイヤ 
2 ポートは、アクセス ポートまたはトランク ポートとなる可能性があります。IGMP フィルタリ
ング機能は、IGMP スヌーピングがイネーブルの場合に限り動作します（インターフェイス上ま
たはグローバルに）。

IGMP フィルタリングは通常、イーサネットツーホームの配置シナリオでのエンドユーザ デバイ
スに接続されたアクセス スイッチで使用されます。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • IGMP は、マルチキャスト ルータのレイヤ 3 で稼働し、マルチキャスト トラフィックのルー
ティングが必要なサブネットでレイヤ 3 IGMP クエリーを生成します。IGMP の詳細について
は、第 31 章「IPv4 マルチキャスト レイヤ 3 スイッチングの概要」 を参照してください。

IGMP フィルタ 
IGMP フィルタには、以下の 3 つの異なるタイプがあります。IGMP グループとチャネル アクセ
ス コントロール、複数の IGMP グループとチャネル制限、および IGMP の 小バージョンです。
これらのフィルタは、異なるタイプのポート上で設定可能で、別々に動作します。

 • SVI 単位

 • ポート単位

 • トランク ポート上での VLAN 単位

トランク ポートの場合、フィルタはこのトランク ポートをパススルーする VLAN ごとに別々に
設定されることもあります。

ここでは、各タイプのフィルタについて詳細に説明します。

 • IGMP グループおよびチャネル アクセス コントロール（p.33-3）
 • IGMP グループおよびチャネル数の制限（p.33-3）
 • IGMP の 小バージョン（p.33-4）
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IGMP フィルタリングの概要 
IGMP グループおよびチャネル アクセス コントロール

IGMP グループまたはチャネル上でフィルタリングすることにより、ユーザはポート上に、また
はトランク ポート上の VLAN 単位で追加できる IGMP グループまたはチャネルを制御します。

IGMP グループまたはチャネルにフィルタリングを設定するには、次の CLI コマンドを使用しま
す。

ip igmp snooping access-group acl [vlan vlan_id]

複数のグループまたはチャネルを許可または拒否するには、Access Control List（ACL; アクセス 
コントロール リスト）で複数の Access Control Entry（ACE; アクセス コントロール エントリ）を
設定する必要があります。ACL が許可か拒否のいずれに設定されるかに応じて、対応するグルー
プまたはチャネルが許可、あるいは拒否されます。指定される ACL は、単一の ACL または拡張 
ACL のいずれかになります。

IGMP グループまたはチャネルによるフィルタリングは、レイヤ 3 SVI 上でデフォルト フィルタ
として、この SVI の下のアクセス モードのすべてのポート、およびこれに対応する VLAN を伝
送するすべてのトランク ポート上の VLAN に対して設定できます。また、フィルタはレイヤ 2 
ポート上でも設定できます。ポートがアクセス モードの場合、このフィルタはすべてのデフォル
トの SVI フィルタを無効にします。ポートがトランク モードの場合、このフィルタはそのトラン
ク上のすべての VLAN に対してデフォルトとして動作し、対応する各 VLAN の SVI フィルタを
無効にします。

ポートがトランク ポートの場合、vlan キーワードにより指定のレイヤ 2 VLAN に着信する IGMP 
パケットに対してのみフィルタを適用するようにできます。この VLAN 単位のフィルタ（vlan 
キーワードにより設定）は、同一 VLAN のすべてのインターフェイス レベルのフィルタおよび
すべての SVI フィルタを無効にします。

IGMP グループおよびチャネル数の制限

IGMP グループおよびチャネルの数を制限することにより、ポートまたはトランク ポートの 
VLAN 単位で追加できる IGMP グループおよびチャネルの数を制御できるようになります。

IGMP グループまたはチャネル数を制限するには、次のインターフェイス コマンド の CLI を使用
します。

ip igmp snooping limit n [except acl] [vlan vlan_id]

大 n 数のグループまたはチャネルが、ポートまたはインターフェイスに許可されます。except 
キーワードにより、設定された制限から除外するグループまたはチャネルを指定できます。
except キーワードを使用した ACL の場合、単一 ACL または拡張 ACL のいずれかになります。

同一インターフェイス上の（*,G1）および（S1,G1）に対して Join が受信された場合、これらは 
2 つの別個の Join としてカウントされます。インターフェイス上での制限が 2 と設定されていて、
（*,G1）および（S1,G1）に対して Join が受信された場合、その他のすべての Join（これら 2 つ以
外のグループまたはチャネルに対する）は廃棄されます。

このフィルタは、レイヤ 3 SVI 上でデフォルト フィルタとして、この SVI の下のアクセス モード
のすべてのポート、およびこれに対応する VLAN を伝送するすべてのトランク ポート上の 
VLAN に対して設定できます。また、フィルタはレイヤ 2 ポート上でも設定できます。レイヤ 2 
ポートがアクセス モードの場合、このフィルタはすべてのデフォルトの SVI フィルタを無効にし
ます。レイヤ 2 スイッチ ポートがトランク モードの場合、このフィルタはそのトランク上のす
べての VLAN に対してデフォルトとして動作し、対応する各 VLAN の SVI フィルタを無効にし
ます。レイヤ 2 スイッチ ポートがトランク ポートの場合、vlan キーワードにより指定のレイヤ 2 
VLAN に着信する IGMP パケットに対してのみフィルタを適用するようにできます。この VLAN 
単位のフィルタ（vlan キーワードにより設定）は、同一 VLAN のすべてのインターフェイス レ
ベルのフィルタおよびすべての SVI フィルタを無効にします。
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IGMP フィルタリングの概要
IGMP の最小バージョン

IGMP プロトコルでのフィルタリングにより、SVI 上で許可される IGMP ホストの 小バージョ
ンを設定できます。たとえば、すべての IGMPv1 ホストを禁止する（IGMP バージョン 2 以上を
許可するなど）、またはすべての IGMPv1 および IGMPv2 ホストを禁止する（IGMP バージョン 3 
以上を許可するなど）ことが可能です。このフィルタリングは、メンバシップ レポートにのみ適
用されます。

IGMP プロトコルにフィルタリングを設定するには、次の CLI コマンドを使用します。

ip igmp snooping minimum-version 2 | 3

このフィルタは、レイヤ 3 SVI 上でデフォルト フィルタとして、この SVI の下のアクセス モード
のすべてのポート、およびすべてのトランク ポート上の対応する VLAN に対して設定できます。

IGMP フィルタの優先順位

ここでは、各種ポート上の異なるフィルタの階層について説明します。

アクセス モード

アクセス モードの場合、フィルタはポートおよび SVI の両方に設定できます。IGMP パケットが
アクセス モードのポート上で受信された場合、 初にポート フィルタが確認されます。ポート 
フィルタが存在する場合は、これが適用され、SVI フィルタは無視されます。ポート単位のフィ
ルタが存在しない場合、SVI フィルタが使用されます。

この階層はフィルタのタイプごとに別々に適用されます。たとえば、ポート上に設定された制限
フィルタは、SVI 上のデフォルトの制限フィルタを無効にしますが、その他のフィルタには影響
を与えません。

トランク モード

トランク モードのポートの場合、トランク ポート上の VLAN のいずれかに対応する SVI に設定
できるフィルタ、トランク ポート自身に設定できるフィルタ、およびトランクをパススルーする
レイヤ 2 VLAN のいずれかに設定できるフィルタがあります。IGMP パケットが受信されると、

初にトランクの VLAN 単位の固有フィルタが確認されます。このフィルタが存在する場合は、
これが適用されます。メイン トランク ポート フィルタおよび SVI フィルタは無視されます。ト
ランクの VLAN 単位のフィルタが存在しない場合は、メイン トランク ポート フィルタが使用さ
れます。これらのフィルタがいずれも存在しない場合は、VLAN の SVI フィルタがトランク モー
ドのポートの 後のデフォルトとして使用されます。

フィルタ階層の例

次に、フィルタ階層の例を示します。次の SVI VLAN 100 の設定には、3 つのアクセス ポート
（g1/1、g1/2、および g1/3）が含まれます。

VLAN 100：
Switch(config-if)# ip igmp snooping limit 20

ポート g1/1：
Switch(config-if)# ip igmp snooping limit 35

ポート g1/2：
Switch(config-if)# no limit filter
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ポート g1/3：
Switch(config-if)# no limit filter

この例では、g1/1 の制限値が 35 で、g1/2 の制限値が 20、また g1/3 の制限値も 20 となります。

IGMP フィルタリングの表示

ここでは、IGMP フィルタリングの表示方法について説明します。

 • IGMP フィルタリング設定の表示（p.33-5）
 • IGMP フィルタリングの統計情報の表示（p.33-6）

IGMP フィルタリング設定の表示

IGMP フィルタリングの規則を表示するには、次の作業を行います。

次に、SVI 上に設定されたデフォルトのフィルタを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface vlan 20
Access-Group: Channel1-Acl
Groups/Channels Limit:100 (Exception List: Channel6-Acl)
IGMP Minimum-Version:Not Configured

次に、SVI の下でアクセス モードのすべてのポート、および対応する VLAN を伝送するすべての
トランク ポートに設定されたフィルタを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/48
  Access-Group: Channel4-Acl 
  Groups/Channels Limit:10 (Exception List: Channel3-Acl)

次に、この SVI の下でアクセス モードのすべてのポートに設定されたフィルタを表示する例を示
します。

Router# show ip igmp snooping filter interface vlan 20 detail
GigabitEthernet3/47 :
  Access-Group: Not Configured 
  Groups/Channels Limit: Not Configured 
GigabitEthernet3/48      :
  Access-Group: Channel4-ACL 
  Groups/Channels Limit: 10     (Exception-list: Channel3-Acl)

次に、デフォルトのトランク ポート フィルタを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46
  Access-Group: Channel1-Acl
  Groups/Channels Limit: 10 (Exception List: Channel3-Acl)

次に、このトランク上のすべての VLAN の VLAN 単位フィルタを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46 detail
Vlan 10  :
  Access-Group: Not Configured 
  Groups/Channels Limit: Not Configured 
Vlan 20  :

コマンド 目的

Switch(config-if)# show ip igmp snooping filter 
interface interface-name [details]

指定のインターフェイスに設定されたフィルタを表
示します。
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  Access-Group: Not Configured         
        Groups/Channels Limit: 8 (Exception List: Channel4-Acl)

次に、このトランク上の特定の VLAN の VLAN 単位フィルタを表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46 vlan 20
  Access-Group: Not Configured
  Groups/Channels Limit: 8 (Exception List: Channel4-Acl)

（注） ポートがシャットダウン ステートの場合、ポートがトランク モードかアクセス モードかを判別
できないため、フィルタ ステータスは表示されません。この場合、show running-config interface 
xxxx コマンドを使用して設定を確認します。

IGMP フィルタリングの統計情報の表示

統計情報は、アクセス モードのポートにはインターフェイス単位で、トランク モードのポート
には VLAN 単位で維持されます。

IGMP フィルタリングの統計情報を表示するには、次の作業を行います。

次に、SVI の下のアクセス モードの各ポートの統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface vlan 20 statistics
GigabitEthernet3/47       :
  IGMP Filters are not configured         

GigabitEthernet3/48       :
  Access-group denied : 0         
  Limit denied : 2         
  Limit status : 0 active out of 2 max
  Minimum-version denied : 0         

次に、アクセス モードの特定ポートに関する統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/48 statistics
  Access-group denied : 0         
  Limit denied : 2         
  Limit status : 0 active out of 2 max
  Minimum-version denied : 0         

次に、デフォルトの SVI フィルタもポート フィルタも設定されていない、アクセス モードの
ポート Gigabit Ethernet 3/47 の統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/47 statistics
IGMP Filters are not configured

次に、トランクの下のすべての VLAN に関する統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46 statistics
Vlan 10   :
IGMP Filters are not configured 

Vlan 20   :
  Access-group denied : 0         
  Limit denied : 0         

コマンド 目的

Switch(config-if)# show ip igmp snooping filter 
interface interface-name [statistics]

指定のインターフェイスから収集されるフィルタリ
ングの統計情報を表示します。
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  Minimum-version denied : 0         

次に、トランクの下の特定の VLAN に関する統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46 vlan 20 statistics
  Access-group denied : 0         
  Limit denied : 0         
  Minimum-version denied : 0

次に、トランクおよび VLAN フィルタが設定されていないトランク ポートの下の特定の VLAN 
の統計情報を表示する例を示します。

Router# show ip igmp snooping filter interface g3/46 vlan 10 statistics
IGMP Filters are not configured

（注） ポートがシャットダウン ステートの場合、ポートがトランク モードかアクセス モードかを判別
できないため、フィルタの統計情報は表示されません。

IGMP フィルタリングの統計情報のクリア

IGMP フィルタリングの統計情報をクリアするには、次のいずれかの作業を行います。

ルータ ガードの概要 
ここでは、ルータ ガードについて説明します。

 • ルータ ガードの概要（p.33-7）
 • ルータ ガードの設定（p.33-8）
 • ルータ ガード設定の表示（p.33-9）
 • ルータ ガードのインターフェイスの表示（p.33-10）

ルータ ガードの概要

ルータ ガード機能により、指定のポートをマルチキャスト ルータ ポートではなく、マルチキャ
スト ホスト ポートとしてのみ指定できます。このポートで受信されたマルチキャスト ルータ制
御パケットは、ドロップされます。

コマンド 目的

Router# clear ip igmp snooping filter statistics すべてのアクセス ポート、およびすべてのトランク 
ポート上のすべての VLAN に関する IGMP フィルタ
リングの統計情報をクリアします。

Router# clear ip igmp snooping filter statistics 
interface interface_name

特定のアクセス ポート、または特定のトランク ポー
ト上のすべての VLAN の統計情報をクリアします。

Router# clear ip igmp snooping filter statistics 
interface interface_name vlan v

トランク ポート上の特定の VLAN の統計情報をクリ
アします。
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スイッチが、マルチキャスト ルータ制御パケット（IGMP 一般クエリー、PIM hello、CGMP hello 
など）の 1 つを受信した場合、ポートはマルチキャスト ルータ ポートとなります。ポートがマ
ルチキャスト ルータ ポートとなると、すべてのマルチキャスト トラフィック（既知および未知
両方の送信元トラフィック）がすべてのマルチキャスト ルータ ポートに送信されます。これは、
ルータ ガード機能がなければ防止できません。

ルータ ガード機能が設定されている場合、指定のポートをホスト ポートにのみすることができ
ます。マルチキャスト ルータ制御パケットを受信した場合でも、ポートはルータ ポートになり
ません。

さらに、マルチキャスト ルータから通常どおり受信されたすべての制御パケット（IGMP クエ
リーおよび PIM Join など）も、このフィルタにより廃棄されます。

ルータ ガード コマンドを入力すると、ユーザ ポリシーがレイヤ 3 SVI インターフェイス、レイ
ヤ 2 ポート、またはレイヤ 2 トランク ポート上の特定の VLAN に適用されます。レイヤ 2 ポート
は、アクセス ポートまたはトランク ポートとなる可能性があります。

ルータ ガード機能では、IGMP スヌーピングをイネーブルにする必要はありません。

ルータ ガードは、IPv4 にのみ実装されます。

ルータ ガードは通常、イーサネットツーホームの配置シナリオでのエンドユーザ ボックスに接
続されたアクセス スイッチで使用されます。

IPv4 マルチキャスト ルータ ガード機能は、SSO に準拠します。

ルータ ガードがイネーブルであるポート上で次のパケット タイプが受信された場合は、廃棄さ
れます。

 • IGMP クエリー メッセージ

 • IPv4 PIMv2 メッセージ

 • IGMP PIM メッセージ（PIMv1）
 • IGMP DVMRP メッセージ

 • RGMP メッセージ

 • CGMP メッセージ

これらのパケットが廃棄されると、統計情報が更新され、パケットがルータ ガードによりドロッ
プされていることが示されます。

ルータ ガードの設定

ルータ ガード機能は、グローバルおよびインターフェイス単位で設定できます。通常、グローバ
ルに設定すると、システム内のすべてのレイヤ 2 ポートに対してルータ ガードが開始されます。
インターフェイス単位の設定は、マルチキャスト ルータが実際に接続されているポートなど、特
定のポートに対するルータ ガードを無効にするのに使用できます。

次に、各タイプの設定について説明します。

 • ルータ ガードのグローバルなイネーブル化（p.33-8）
 • ルータ ガードの統計情報のクリア（p.33-9）
 • ポート上のルータ ガードのディセーブル化（p.33-9）

ルータ ガードのグローバルなイネーブル化

ルータ ガードをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router# router-guard ip multicast switchports ルータ ガードをグローバルにイネーブルにします。
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ルータ ガードの統計情報のクリア

ルータ ガードの統計情報をクリアするには、次の作業を行います。

ポート上のルータ ガードのディセーブル化

マルチキャスト ルータが接続されているレイヤ 2 ポート上でルータ ガードをディセーブルにす
るには、次の作業を行います。

次に、トランク ポート Gigabit Ethernet 3/46、VLAN 20 上でマルチキャスト ルータ メッセージを
許可する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 3/46 
Router(config-if)# no router-guard ip multicast vlan 20 

ルータ ガード設定の表示

グローバルなルータ ガード設定および特定のインターフェイスのルータ ガード設定を表示する
には、次の作業を行います。

次に、ルータ ガードがアクティブではないアクセス モードのポートのインターフェイス コマン
ド出力を表示する例を示します。

Router# show router-guard interface g3/48
  Router Guard for IP Multicast:
Globally enabled for all switch ports
Enabled on this interface
Packets denied:
  IGMP Queries:
  PIMv2 Messages:

コマンド 目的

ステップ 1 Router# clear ip igmp snooping filter statistics 
interface interface_name

特定のアクセス ポート、または特定のトランク 
ポート上のすべての VLAN の統計情報をクリア
します。

ステップ 2 Router# clear ip igmp snooping filter statistics 
interface interface_name vlan vlan_id 

トランク ポート上の特定の VLAN の統計情報を
クリアします。

コマンド 目的

Router(config-if)# no router-guard ip multicast [vlan vlan_id] レイヤ 2 ポート上でルータ ガードをディセーブ
ルにします。

（注） vlan キーワードは、ポートがトランク 
モードの場合に限り有効です。このキー
ワードを使用すると、トランク ポート上
の特定の VLAN に対するルータ ガード
のみを無効にできます。

コマンド 目的

Router# show router-guard グローバルなルータ ガードの設定を表示します。

Router# show router-guard interface interface_name 特定のインターフェイスのルータ ガードの設定を表示し
ます。
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  PIMv1 Messages:
  DVMRP Messages:
  RGMP Messages:
  CGMP Messages:

次に、トランク モードのポートのインターフェイス コマンド出力を表示する例を示します。

Router# show router-guard interface g3/48
  Router Guard for IP Multicast:
Globally enabled for all switch ports
Disabled on this interface

次に、トランク ポートが VLAN 10 および 20 を伝送していることを確認する例を示します。

Router# show router-guard interface g3/46
  Router Guard for IP Multicast:
Globally enabled for all switch ports
Default: Enabled for all VLANs on this interface
VLAN 10:
Enabled on this VLAN
Packets denied:
  IGMP Queries:
  PIMv2 Messages:
  PIMv1 Messages:
  DVMRP Messages:
  RGMP Messages:
  CGMP Messages:
VLAN 20 :
Disabled on this VLAN

（注） ポートがシャットダウン ステートの場合、ポートがトランク モードかアクセス モードかを判別
できないため、ステータスは表示されません。show running-config interface xxxx コマンドを使用
すると、ルータ ガード設定を表示できます。

ルータ ガードのインターフェイスの表示

ルータ ガードがディセーブルなすべてのインターフェイスのリストを表示するには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

Router# show router-guard interface
Router Guard for IP Multicast:
Globally enabled for all switchports

Interfaces:
Gi3/46: Disabled on this port for VLANS: ALL

ルータ ガードがディセーブルなすべてのインター
フェイスのリストを表示します。
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ルータ ガードの概要 
ルータ ガードの統計情報のクリア

ルータ ガードの統計情報をクリアするには、次のいずれかの作業を行います。

次に、トランク ポート上の特定の VLAN の統計情報をクリアする例を示します。

Router# clear router-guard ip multicast statistics interface interface_name vlan v

コマンド 目的

Router(config)# clear router-guard ip multicast 
statistics

すべてのアクセス ポート、およびすべてのトランク 
ポート上のすべての VLAN に関する統計情報をクリ
アします。

Router(config)# clear router-guard ip multicast 
statistics interface interface_name

アクセス ポート、およびトランク ポート上のすべて
の VLAN に関する統計情報をクリアします。

Router(config)# clear router-guard ip multicast 
statistics interface interface_name vlan v

トランク ポート上の特定の VLAN の統計情報をクリ
アします。
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ルータ ガードの概要
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PIM スヌーピングの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に PIM スヌーピングを設定する手順について説明
します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • PIM スヌーピングの概要（p.34-1）
 • PIM スヌーピングのデフォルト設定（p.34-3）
 • PIM スヌーピング設定時の注意事項および制約事項（p.34-4）
 • PIM スヌーピングの設定（p.34-4）

PIM スヌーピングの概要 
レイヤ 2 スイッチが複数のルータと相互接続しているネットワーク（Internet Exchange Point [IXP] 
など）では、マルチキャスト レシーバ ダウンストリームがない場合でもデフォルトでは、ス
イッチはすべてのマルチキャスト ルータ ポート上で IP マルチキャスト パケットをフラッディン
グします。PIM スヌーピングがイネーブルの場合、スイッチは各 IP マルチキャスト グループの
マルチキャスト パケットを、グループに加入しているダウンストリーム レシーバがあるマルチ
キャスト ルータ ポートのみに制限します。PIM スヌーピングがイネーブルの場合、スイッチは 
PIM Hello メッセージ、PIM Join およびプルーニング メッセージ、双方向 PIM designated 
forwarder-election メッセージを傍受することにより、特定の VLAN 内のマルチキャスト トラ
フィックを受信する必要があるマルチキャスト ルータ ポートを学習します。

（注） PIM スヌーピングを使用するには、スイッチ上で Internet Group Management Protocol（IGMP; イン
ターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングをイネーブルにする必要があります。IGMP 
スヌーピングは、ホストが接続されている LAN ポートからのマルチキャスト トラフィックの送
信を制限します。IGMP スヌーピングは、1 つまたは複数のマルチキャスト ルータが接続されて
いる LAN ポートからのトラフィックは制限しません。

次の図では、PIM スヌーピングがイネーブルでないネットワークによるトラフィックおよびフ
ラッディング フローと、PIM スヌーピングがイネーブルのときのトラフィック フローおよびト
ラフィック制限を示します。
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PIM スヌーピングの概要
図 34-1 では、PIM スヌーピングがイネーブルでない場合の PIM Join メッセージのフローを示しま
す。この図では、スイッチはルータ B を対象とした PIM Join メッセージを、接続されたすべての
ルータにフラッディングします。

図 34-1 PIM スヌーピングがない場合の PIM Join メッセージ フロー 

図 34-2 では、PIM スヌーピングがイネーブルの場合の PIM Join メッセージ フローを示します。
この図では、スイッチは PIM Join メッセージを制限し、このメッセージを受信する必要がある
ルータ（ルータ B）にのみ転送します。

図 34-2 PIM スヌーピングがある場合の PIM Join メッセージ フロー

図 34-3 では、PIM スヌーピングがイネーブルでない場合のデータ トラフィック フローを示しま
す。この図では、スイッチはルータ A を対象としたデータ トラフィックを接続されたすべての
ルータにフラッディングします。

 C  D

 B   A

*, G PIM join

RP 

IGMP join

99
47

3

SP 

 C  D

 B   A

*, G PIM join

RP 

IGMP join

99
47

4

SP 
34-2
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 34 章      PIM スヌーピングの設定

PIM スヌーピングのデフォルト設定 
図 34-3 PIM スヌーピングがない場合のデータ トラフィック フロー 

図 34-4 では、PIM スヌーピングがイネーブルの場合のデータ トラフィック フローを示します。
この図では、スイッチはデータ トラフィックを 受信する必要があるルータ（ルータ A）にのみ
転送します。

図 34-4 PIM スヌーピングがある場合のデータ トラフィック フロー

PIM スヌーピングのデフォルト設定
PIM スヌーピングは、デフォルトではディセーブルに設定されています。
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PIM スヌーピング設定時の注意事項および制約事項
PIM スヌーピング設定時の注意事項および制約事項
PIM スヌーピングを設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • PIM 希薄モード機能を使用すると、ダウンストリーム ルータは、PIM Join またはプルーニン
グ メッセージを通じて事前に関与を示す場合、トラフィックのみを監視します。アップスト
リーム ルータは、PIM Join またはプルーニング プロセス中にアップストリーム ルータとして
使用された場合、トラフィックのみを監視します。

 • Join またはプルーニング メッセージは、ルータすべてにフラッディングされるわけではあり
ませんが、Join またはプルーニング メッセージのペイロードに指定されたアップストリーム 
ルータに対応するポートにのみ、送信されます。

 • 直接接続された送信元は、双方向 PIM グループでサポートされます。直接接続された送信元
からのトラフィックは、VLAN の 代表ルータおよび代表フォワーダに転送されます。
Nondesignated Router（NDR）がダウンストリーム（S, G）Join を受信できる場合があります。
送信元のみのネットワークでは、初回の不明なトラフィックは代表ルータおよび代表フォ
ワーダにのみ転送されます。

 • dense（稠密）グループ モード トラフィックは、不明なトラフィックとしてみなされドロッ
プされます。

 • AUTO-RP グループ（224.0.1.39 および 224.0.1.40）は常にフラッディングされます。

 • スイッチは代表フォワーダ選定でスヌーピングを実行し、VLAN のさまざまな RP 用に代表
フォワーダ ルータすべてのリストを維持します。すべてのトラフィックは代表フォワーダす
べてに送信されます。これにより双方向機能が正しく動作します。

 • PIM スヌーピングおよび IGMP スヌーピングを、VLAN で同時にイネーブルできます。
RGMP または PIM スヌーピングいずれかを VLAN でイネーブルにできますが、両方同時には
イネーブルにできません。

 • 非 PIMv2 マルチキャスト ルータは、すべてのトラフィックを受信します。

 • PIM スヌーピングは、VLAN 単位でイネーブルおよびディセーブルにできます。

 • PIM Hello および Join/ プルーニング制御パケットに示されたホールドタイムに基づき、
mroute およびルータ情報はすべて時間切れとなります。mroute ステートおよびネイバー情報
はすべて VLAN 単位で維持されます。

PIM スヌーピングの設定
ここでは、PIM スヌーピングを設定する手順について説明します。

 • PIM スヌーピングのグローバルなイネーブル化（p.34-5）
 • VLAN での PIM スヌーピングのイネーブル化（p.34-5）
 • PIM スヌーピングの代表ルータフラッディングのディセーブル化（p.34-6）
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PIM スヌーピングの設定 
PIM スヌーピングのグローバルなイネーブル化

PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、PIM スヌーピングをグローバルにイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router(config)# ip pim snooping 
Router(config)# end 
Router# show ip pim snooping
Global runtime mode: Enabled
Global admin mode  : Enabled
Number of user enabled VLANs: 1
User enabled VLANs: 10
Router#

（注） PIM スヌーピングを実行するには、IP アドレスまたは IP PIM を設定する必要はありません。

VLAN での PIM スヌーピングのイネーブル化

特定の VLAN で PIM スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、VLAN 10 で PIM スヌーピングをイネーブルにし、設定を確認する例を示します。

Router# interface vlan 10 
Router(config-if)# ip pim snooping 
Router(config-if)# end 
Router# show ip pim snooping vlan 10
3 neighbors (0 DR priority incapable, 0 Bi-dir incapable) 
6 mroutes, 3 mac entries 
DR is 10.10.10.4 
RP DF Set
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip pim snooping PIM スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config)# no ip pim snooping PIM スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show ip pim snooping 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface vlan vlan_ID VLAN インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip pim snooping PIM スヌーピングをイネーブルにします。

Router(config-if)# no ip pim snooping PIM スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show ip pim snooping 設定を確認します。
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PIM スヌーピングの設定
PIM スヌーピングの代表ルータフラッディングのディセーブル化

（注） マルチキャスト送信元をサポートするレイヤ 2 ブロードキャスト ドメイン上のスイッチで、代表
ルータ フラッディングをディセーブルにしないでください。

デフォルトで、PIM スヌーピングがイネーブルのスイッチは、マルチキャスト トラフィックを代
表ルータにフラッディングします。この動作方法では、不要なマルチキャスト パケットが代表
ルータに送信される可能性があります。ネットワークは不要なトラフィックを伝送しなければな
らず、代表ルータは不要なトラフィックを処理するかドロップしなければなりません。

ネットワークから 代表ルータ に送信されるトラフィックを削減するには、代表ルータ フラッ
ディングをディセーブルにします。代表ルータ フラッディングをディセーブルにすると、PIM ス
ヌーピングはマルチキャスト グループにある代表ルータ トラフィックへと移動し、代表ルータ
へ向かうリンクの明示的な Join の受信のみを行います。

PIM スヌーピング 代表ルータ フラッディングをディセーブルにするには、次の作業を行います。

次に、PIM スヌーピングの 代表ルータ フラッディングをディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip pim snooping dr-flood 
Router(config)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# no ip pim snooping dr-flood PIM スヌーピングの代表ルータ フラッディング
をディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show running-config | include dr-flood 設定を確認します。
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IPv4 MVPN サポートの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に IPv4 Multicast Virtual Private Network（MVPN; マ
ルチキャスト バーチャル プライベート ネットワーク）サポートを設定する手順について説明し
ます。

（注） • PFC3A モードは、MVPN をサポートしません。

 • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • MVPN の概要（p.35-1）
 • MVPN 設定時の注意事項および制約事項（p.35-7）
 • MVPN の設定（p.35-8）

MVPN の概要 
ここでは MVPN について説明します。

 • MVPN の概要（p.35-1）
 • マルチキャスト ルーティングおよび転送とマルチキャスト ドメイン（p.35-2）
 • マルチキャスト分散ツリー（p.35-2）
 • マルチキャスト トンネル インターフェイス（p.35-5）
 • MVPN 用の PE ルータ ルーティング テーブルのサポート（p.35-6）
 • マルチキャスト分散スイッチングのサポート（p.35-6）
 • ハードウェア処理の IPv4 マルチキャスト（p.35-6）

MVPN の概要

MVPN は、標準ベースの機能で、MPLS VPN クラウド全体に IPv4 マルチキャスト トラフィック
を伝送します。MVPN は、VPN を介してワイヤ速度でマルチキャスト トラフィックを転送する
のに、IPv4 マルチキャスト トラフィックに対する PFC ハードウェア サポートを使用します。
MVPN は、レイヤ 3 IPv4 VPN を介した IPv4 マルチキャスト トラフィックのサポートを既存の 
IPv4 ユニキャスト サポートに追加します。
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MVPN の概要
MVPN は、個別の VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタン
スのマルチキャスト パケットをルーティングし転送するだけでなく、サービス プロバイダー 
バックボーン全体に VPN トンネルを介してマルチキャスト パケットを伝送します。

MVPN は、IP-in-IP Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）トンネル
の代替です。GRE トンネルは、簡単に拡張できるソリューションではなく、提供する細かさにも
制限があります。

マルチキャスト ルーティングおよび転送とマルチキャスト ドメイン

MVPN は、マルチキャスト ルーティング情報を VRF テーブルに追加します。Provider Edge（PE; 
プロバイダー エッジ）ルータがマルチキャスト データまたは制御パケットを Customer Edge

（CE; カスタマー エッジ）ルータから受信すると、Multicast VRF（MVRF; マルチキャスト VRF）
内の情報に応じて転送が実行されます。

（注） MVRF は、Multicast over VRF-Lite とも呼ばれます。

各 MVRF では、特定の VRF インスタンスに必要なルーティングおよび転送情報を保持していま
す。MVRF は、マルチキャスト ルーティングがイネーブルになる以外は、既存の VRF と同じ方
法で作成、設定されます。

マルチキャスト ドメインは、MPLS ネットワーク内で互いにマルチキャスト トラフィックを送信
できるホストのセットを構成します。たとえば、特定のタイプのマルチキャスト トラフィックを
全社の従業員に送信したい企業向けのマルチキャスト ドメインは、その企業に関連しているすべ
ての CE ルータで構成されます。

マルチキャスト分散ツリー

MVPN 機能は、各マルチキャスト ドメインに対して少なくとも 1 つの Multicast Distribution Tree
（MDT; マルチキャスト分散ツリー）を作成します。MDT は、異なる PE ルータにある同じ MVRF 
を相互接続するために必要な情報を提供します。

MVPN は、次の 2 種類の MDT をサポートします。

 • デフォルト MDT — デフォルト MDT は、PIM 制御メッセージの持続的なチャネルで、特定の
マルチキャスト ドメイン内にあるすべての PE ルータ間の低帯域幅ストリームです。デフォ
ルト MDT にあるすべてのマルチキャスト トラフィックは、ドメイン内にあるすべての他の 
PE ルータに複製されます。各 PE ルータは、ドメイン内にある他のすべての PE ルータから
論理的に PIM ネイバー（1 ホップ先）として認識されます。

 • データ MDT — データ MDT はオプションです。これをイネーブルにすると、フルモーション
動画など、すべての PE ルータに送信する必要のない高帯域幅伝送用の 適パスを提供する
ように、動的に作成されます。これにより、PE ルータ間で高帯域幅トラフィックのオンデマ
ンド転送が可能になり、作成されるすべての高帯域幅ストリームによってすべての PE ルー
タがフラッディングしないようにできます。

データ MDT を作成するには、マルチキャスト ストリームを定期的にバックボーンに転送する各 
PE ルータが、各デフォルト MDT で送信されるトラフィックを次のように検査します。

1. 各 PE ルータが定期的（ソフトウェア スイッチングで約 10 秒ごと、ハードウェア スイッチン
グで 90 秒ごと）にマルチキャスト トラフィックをサンプリングして、マルチキャスト スト
リームが設定されたしきい値を超過しているかどうかを判別します（ストリームをサンプリ
ングする時間によっては、 悪の場合、高帯域幅ストリームが検出されるまでに 180 秒かか
る可能性があります）。
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MVPN の概要 
（注） データ MDT は、VRF マルチキャスト ルーティング テーブル内の（S, G）マルチキャ
スト ルート エントリに対してのみ作成されます。これらは、（*, G）エントリに対し
て作成されません。

2. 特定のマルチキャスト ストリームが定義されたしきい値を超過した場合、この特定のマルチ
キャスト トラフィックに対して送信側 PE ルータは動的にデータ MDT を作成します。

3. 次に送信側 PE ルータは DATA-MDT JOIN 要求（ポート 3232 への UDP メッセージ）を他の 
PE ルータに送信し、新しいデータ MDT について通知します。

4. 受信側 PE ルータは、VRF ルーティング テーブルを検査して、このデータ ストリームの受信
対象が存在するかどうかを判断します。存在する場合、受信側 PE ルータは、ストリームを
受け入れるために、PIM プロトコルを使用して（グローバル テーブル PIM インスタンス内に
ある）この特定のデータ MDT グループの PIM JOIN メッセージを伝送します。現在このスト
リームの対象がいないルータも、あとでこのストリームを要求することがある場合に備えて
情報をキャッシュし続けます。

5. DATA-MDT JOIN メッセージを送信してから 3 秒後に、送信側 PE ルータは高帯域幅マルチ
キャスト ストリームをデフォルト MDT から削除して、新しいデータ MDT の伝送を開始しま
す。

6. 送信側 PE ルータは、マルチキャスト ストリームが定義したしきい値を超過し続ける間、
DATA-MDT JOIN メッセージを 60 秒ごとに送信し続けます。ストリームがしきい値を 60 秒
以上下回った場合、送信側 PE ルータは DATA-MDT JOIN メッセージの送信を停止して、ス
トリームをデフォルトの MDT に戻します。

7. 受信側ルータは、DATA-MDT JOIN メッセージを 3 分以上受信しなくなると、デフォルト 
MDT のキャッシュ情報を期限切れにします。

データ MDT は、MPLS VPN コア内で、 適なトラフィック転送を保証しながら VPN 内の高帯域
送信元を許可します。

（注） DATA-MDT JOIN メッセージとその他のデータ MDT 作成および使用法に関する技術情報につい
ては、Eric C. Rosental のインターネット ドラフト『Multicast in MPLS/BGP IP VPNs』を参照してく
ださい。

以下の例では、サービス プロバイダーに San Jose、New York、および Dallas にオフィスを持つマ
ルチキャスト カスタマーがいます。San Jose サイトでは、一方向のマルチキャスト プレゼンテー
ションを伝送します。サービス プロバイダー ネットワークは、このカスタマーに関連した 3 つ
のサイトすべてをサポートし、さらに他の企業の Houston サイトもサポートしています。

この企業のデフォルト MDT は、プロバイダー ルータ P1、P2、および P3 と、関連する PE ルータ
で構成されています。PE4 は MPLS コア内にあるこれらの他のルータと相互接続しています。た
だし、PE4 は別のカスタマーに関連し、したがってデフォルト MDT の一部ではありません。

図 35-1 は、San Jose の外側にマルチキャスト ブロードキャストに加わるものがいない場合、つま
りデフォルト MDT に沿って流れるデータがない場合の、このネットワークの状況を示します。
各 PE ルータは、デフォルト MDT を介して他の PE ルータとの PIM 関係を維持するだけでなく、
直接接続された PE ルータと PIM 関係も維持します。
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MVPN の概要
図 35-1 デフォルトのマルチキャスト分散ツリーの概要

New York の従業員がマルチキャスト セッションに加わる場合、New York サイトに関連付けられ
た PE ルータが Join メッセージを送信し、そのメッセージはマルチキャスト ドメインのデフォル
ト MDT に流れます。マルチキャスト セッション送信元（PE1）に関連付けられた PE ルータが要
求を受信します。図 35-2 に、PE ルータがマルチキャスト送信元（CE1a）に関連付けられた CE 
ルータに要求を転送する方法を示します。
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MVPN の概要 
図 35-2 データ MDT の初期化

CE ルータ（CE1a）が関連付けられている PE ルータ（PE1）へマルチキャスト データの送信を開
始し、データ MDT の作成される帯域幅しきい値を、マルチキャスト データが超過したことを認
識します。そこで PE1 はデータ MDT を作成して、すべてのルータにデータ MDT に関する情報
が含まれるデフォルト MDT を使用してメッセージを送信します。

約 3 秒後に PE1 は、特定のストリームに対して、データ MDT を使用してマルチキャスト データ
の送信を開始します。PE2 のみがこの送信元に関係する受信者があるので、PE2 がデータ MDT 
に参加して、そのトラフィックを受信します。

マルチキャスト トンネル インターフェイス

PE ルータは、マルチキャスト ドメイン内の各 MVRF に対して Multicast Tunnel Interface（MTI; マ
ルチキャスト トンネル インターフェイス）を作成します。MVRF は、MVRF とグローバル 
MVRF を接続するコンジットを提供するために、トンネル インターフェイスを使用してマルチ
キャスト ドメインにアクセスします。

ルータでは、MTI がクラス D マルチキャスト アドレスを持つトンネル インターフェイスです
（interface tunnel コマンドを使用して作成されます）。この MVRF のデフォルト MDT で設定され
ているすべての PE ルータは、マルチキャスト ドメイン内にある他のすべての PE ルータに対し
て、各 PE ルータが PIM ネイバー（1 ホップ先）として認識されるような、論理ネットワークを
作成します。この場合、各ルータ間の実際の物理的な距離は関係ありません。

MVRF が設定されると MTI は自動的に作成されます。BGP ピアリング アドレスは、MTI イン
ターフェイス送信元アドレスとして割り当てられ、PIM プロトコルは自動的に各 MTI でイネーブ
ルになります。
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MVPN の概要
ルータがネットワークのカスタマー側からマルチキャスト パケットを受信すると、着信インター
フェイスの VRF を使用してどの MVRF が受信すべきかを判断します。次に、ルータは GRE カプ
セル化を使用してパケットをカプセル化します。ルータがパケットをカプセル化すると、送信元
アドレスをその BGP ピアリング インターフェイスに設定し、宛先アドレスをデフォルト MDT の
マルチキャスト アドレス、または設定されている場合にはデータ MDT の送信元アドレスに設定
します。次にルータは、適切な数の MTI インターフェイスに転送するために、必要に応じてパ
ケットを複製します。

ルータが MTI インターフェイスでパケットを受信すると、宛先アドレスを使用して適切なデ
フォルト MDT またはデータ MDT を識別し、その結果適切な MVRF を識別します。ここで、パ
ケットのカプセルを開放してこれを該当するインターフェイスに転送して、必要な分だけ複製し
ます。

（注） • MVPN MTI は、シスコ製ルータで一般的に使用されている他のトンネル インターフェイスと
は違い、ポイントツーポイント インターフェイスではなく LAN インターフェイスとして分
類されます。MTI インターフェイスは設定できませんが、show interface tunnel コマンドを使
用してそのステータスを表示することはできます。

 • MTI インターフェイスは、もっぱら VPN トンネルを介したマルチキャスト トラフィックで
使用されます。

 • トンネルはユニキャスト ルーテッド トラフィックは伝送しません。

MVPN 用の PE ルータ ルーティング テーブルのサポート

MVPN 機能をサポートする各 PE ルータは、VPN および MVPN トラフィックが正常にルーティン
グされるようにするために、以下のルーティング テーブルを使用します。

 • デフォルトのルーティング テーブル — すべてのシスコ製ルータで使用される標準ルーティ
ング テーブル。このテーブルには、バックボーン トラフィックや非 MPLS VPN ユニキャス
トおよびマルチキャスト トラフィック（GRE マルチキャスト トラフィックなど）で必要な
ルートが含まれています。

 • VRF テーブル — 各 VRF インスタンスで作成されるルーティング テーブル。MPLS ネット
ワークにある VPN 間のユニキャスト トラフィックのルーティングに使用されます。

 • MVRF テーブル — 各 VRF インスタンス用に作成されたマルチキャスト ルーティング テーブ
ルおよびマルチキャスト ルーティング プロトコル インスタンス。ネットワークのマルチ
キャスト ドメインにある マルチキャスト トラフィックのルーティングに使用されます。ま
たこのテーブルには、マルチキャスト ドメイン全体で使用されるマルチキャスト トンネル 
インターフェイスも含まれています。

マルチキャスト分散スイッチングのサポート

MVPN は、インターフェイス単位または VRF 単位でのマルチキャストをサポートする Multicast 
Distributed Switching（MDS; マルチキャスト分散スイッチング）をサポートしています。MDS を
設定する際に、インターフェイス（ループバック インターフェイスを含む）に no ip 
mroute-cache コマンドが設定されていないことを確認する必要があります。

ハードウェア処理の IPv4 マルチキャスト

Cisco IOS Release 12.2SX は、VPN トラフィックを介した IPv4 マルチキャストのハードウェア ア
クセラレーションをサポートしています。これにより、マルチキャスト トラフィックを RP CPU 
の利用率を増やすことなくワイヤ速度で該当する VPN に転送します。
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MVPN 設定時の注意事項および制約事項 
カスタマー VRF では、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM dense（稠密）、PIM 希
薄、PIM 双方向、PIM SSM モードのマルチキャスト トラフィックをサポートします。

サービス プロバイダー コアでは、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM 希薄、PIM 
双方向、PIM SSM モードのマルチキャスト トラフィックをサポートします。サービス プロバイ
ダー コアでは、PFC のハードウェア アクセラレーションは、PIM Dense Mode（PIM DM; PIM 稠
密モード）のマルチキャスト トラフィックをサポートしません。

MVPN 設定時の注意事項および制約事項
MVPN を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • PFC3A モードは、MVPN をサポートしません。

 • マルチキャスト ドメイン内にあるすべての PE ルータは、MVPN 機能をサポートする Cisco 
IOS ソフトウェア イメージを実行している必要があります。PE ルータおよび CE ルータにつ
いては、MVPN サポートの要件はありません。

 • IPv4 マルチキャスト トラフィックのサポートは、すべてのバックボーン ルータでイネーブ
ルでなければなりません。

 • Border Gateway Protocol（BGP; ボーダー ゲートウェイ プロトコル）ルーティング プロトコル
は、マルチキャスト トラフィックをサポートするすべてのルータに設定され、動作可能でな
ければなりません。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、

（neighbor send-community both または neighbor send-community extended コマンドを使用し
て）BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

 • MVPN が設定される場合、入力レプリケーションのみがサポートされます。スイッチが現在
出力レプリケーション用に設定されている場合、 初に MVRF が設定されるときに強制的に
入力レプリケーションになります。

 • スイッチが PE として動作していて、Time to Live（TTL; 存続可能時間）値が 2 のカスタマー 
ルータからのマルチキャスト パケットを受信した場合、パケットはドロップされ、カプセル
化して MVPN リンクに転送されることはありません。そのようなパケットは通常 MVPN リ
ンクのもう一方の端にある PE でドロップされるため、トラフィック フローには影響しませ
ん。

 • コア マルチキャスト ルーティングで SSM を使用している場合、データとデフォルトの MDT 
グループが IPv4 アドレスの SSM 範囲に設定されていなければなりません。

 • BGP ピアリングのアップデート送信元インターフェイスは、デフォルト MDT を適切に設定
するために、ルータ上にあるすべての BGP ピアリングと同じでなければなりません。BGP 
ピアリングのループバック アドレスを使用する場合、PIM 希薄モードがループバック アドレ
スでイネーブルでなければなりません。

 • 分散マルチキャスト スイッチングがこれをサポートするプラットフォーム上で機能するため
に、ip mroute-cache コマンドが、BGP ピアリング インターフェイスとして使用されるループ
バック インターフェイスでイネーブルになっていなければなりません。これらのインター
フェイスには、no ip mroute-cache コマンドが存在してはいけません。

 • dense（稠密）モード マルチキャスト トラフィックのフラッディングおよびプルーニング特
性により、データ MDT は定期的にアクティブになり、ティアダウンされるため、VRF PIM 
DM マルチキャスト ストリームに対してデータ MDT は作成されません。

 • 送信元情報が利用できないため、VRF PIM 双方向モードに対してデータ MDT は作成されま
せん。

 • MVPN は複数の BGP ピアリング アップデート送信元をサポートせず、これを設定すると 
MVPN RPF チェック機能が中断する可能性があります。MVPN トンネルの送信元 IPv4 アドレ
スは、BGP ピアリング アップデート送信元に使用されているもっとも高い IPv4 アドレスに
よって決定されます。この IPv4 アドレスが、リモート PE ルータを持つ BGP ピアリング アド
レスとして使用されている IPv4 アドレスではない場合、MVPN は適切に機能しません。
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MVPN の設定
 • MDT トンネルはユニキャスト トラフィックは伝送しません。

 • MVPN が MPLS VPN ネットワークのインフラストラクチャを使用していても、VPN を介し
たマルチキャスト トラフィックに MPLS タグやラベルは適用できません。

 • デフォルト MDT で設定されている各 MVRF は、3 種類の非表示 VLAN（カプセル化、カプ
セル開放、インターフェイス用にそれぞれ 1 つ）に加えて、外部の、ユーザから見える 
VLAN を使用しています。つまり、 大 1,000 の MVRF が各ルータでサポートされるという
ことです（MDT が設定されていない MVRF が 1 つの内部 VLAN を使用しているので、未使
用 MVRF は VLAN 割り当てを節約するために削除されます）。

 • MVPN が MPLS を使用しているので、MVPN は RPR と RPR+ 冗長モードのみをサポートしま
す。MPLS は NSF/SSO 冗長モードと共存できますが、ステートフル MPLS スイッチオーバー
のサポートはありません。

 • すでに MPLS VPN ネットワークに VRF のネットワークが含まれている場合、MVRF トラ
フィックをサポートできるようにこれを削除したり再作成したりする必要はありません。代
わりに、以下の手順で示しているように、mdt default および mdt data コマンドを設定して 
VRF を介したマルチキャスト トラフィックをイネーブルにします。

 • BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能
である必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、
（neighbor send-community both または neighbor send-community extended コマンドを使用し
て）BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

 • 特定の VPN 接続をサポートする各 PE ルータに、同じ MVRF が設定されていなければなりま
せん。

 • 特定の MVRF をサポートする各 PE ルータは、同じ mdt default コマンドで設定されていなけ
ればなりません。

 • MVPN が設定される場合、スイッチでは入力レプリケーションのみがサポートされます。ス
イッチが現在出力レプリケーション用に設定されている場合、 初に MVRF が設定されると
きに強制的に入力レプリケーションになります。スイッチが現在出力レプリケーション用に
設定されている場合、トラフィックの中断が 小限になるように、スケジュールされたメン
テナンス期間にのみこのタスクを実行することを推奨します。

MVPN の設定
ここでは、MVPN の設定手順について説明します。

 • 入力マルチキャスト レプリケーション モードへの強制的な変更（任意）（p.35-9）
 • MVRF インスタンスの設定（p.35-10）
 • マルチキャスト VRF ルーティングの設定（p.35-15）
 • MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用インターフェイスの設定

（p.35-19）

（注） これらの設定タスクでは、BGP がマルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに
設定済みで、動作可能であることを想定しています。さらに、ネットワークで MDT を使用でき
るようにするためには、（neighbor send-community both または neighbor send-community 
extended コマンドを使用して）BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。
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MVPN の設定 
入力マルチキャスト レプリケーション モードへの強制的な変更（任
意）

MVPN 機能は入力マルチキャスト レプリケーション モードのみをサポートします。スイッチが
現在出力レプリケーション用に設定されている場合、 初に MVRF が設定されるときに強制的
に入力レプリケーションになります。このレプリケーション モードの変更によって、ハードウェ
ア内の転送エントリがすべて自動的に削除され、テーブル エントリが再構築されるまでスイッチ
が一時的にソフトウェア スイッチングに強制的に変更されます。

カスタマー トラフィックが停止しないようにするために、MVRF の設定前には、スイッチがす
でに入力マルチキャスト レプリケーション モードになっていることを確認することを推奨しま
す。

次に、現在のマルチキャスト レプリケーション モードを確認する例を示します。

Router# show mls ip multicast capability 

Current mode of replication is Ingress 
auto replication mode detection is ON 

 Slot           Multicast replication capability
    2                       Egress
    5                       Egress
    6                       Egress
    8                       Ingress
    9                       Ingress

Router# 

現在のレプリケーション モードが出力であるか、いずれかのスイッチング モジュールが出力レ
プリケーション モードに対応している場合、カスタマー トラフィックの停止を 小限にするた
めに、スケジュールされたメンテナンス期間に入力レプリケーション モードを設定します。

入力マルチキャスト レプリケーション モードを設定するには、次の作業を行います。

次に、入力マルチキャスト レプリケーション モードを設定して、その設定を確認する例を示し
ます。

Router(config)# mls ip multicast replication-mode ingress 
Router(config)# do show mls ip multicast capability | include Current
Current mode of replication is Ingress 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# mls ip multicast replication-mode 
ingress 

入力マルチキャスト レプリケーション モードを
設定して、（デフォルトでイネーブルの）レプリ
ケーション モードの自動検出をディセーブルに
します。

Router(config)# no mls ip multicast 
replication-mode ingress 

レプリケーション モードの自動検出をイネーブ
ルにします。

ステップ 3 Router(config)# do show mls ip multicast 
capability | include Current 

設定を確認します。
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MVPN の設定
MVRF インスタンスの設定

ここでは、PE ルータの各 VPN 接続に、MVRF インスタンスを設定する方法を示します。各 PE 
ルータでは、マルチキャスト トラフィックを送受信するための特定の VPN 接続のトラフィック
を処理します。

 • VRF エントリの設定（p.35-10）
 • ルート識別子の設定（p.35-10）
 • ルートターゲット拡張コミュニティの設定（p.35-11）
 • デフォルト MDT の設定（p.35-12）
 • データ MDT の設定（任意）（p.35-12）
 • データ MDT ログ機能のイネーブル化（p.35-13）
 • 設定例（p.35-13）
 • VRF 情報の表示（p.35-13）

VRF エントリの設定

VRF エントリを設定するには、次の作業を行います。

次に、blue という名前の VRF を設定して、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip vrf blue 
Router(config-vrf)# do show ip vrf blue 
Name                             Default RD          Interfaces
  blue                             <not set> 

ルート識別子の設定

ルート識別子を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# ip vrf vrf_name VRF ルーティング テーブル エントリと Cisco 
Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォ
ワーディング）テーブル エントリを設定して、
VRF コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config)# no ip vrf vrf_name VRF エントリを削除します。

ステップ 3 Router(config-vrf)# do show ip vrf vrf_name 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-vrf)# rd route_distinguisher VPN IPv4 プレフィクスのルート識別子を指定しま
す。

Router(config-vrf)# no rd route_distinguisher ルート識別子を削除します。

ステップ 2 Router(config-vrf)# do show ip vrf vrf_name 設定を確認します。
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ルート識別子を設定する際に、以下のいずれかの形式でルート識別子を入力します。

 • 16 ビット AS 番号 : ユーザの 32 ビットの番号（101:3）
 • 32 ビット IPv4 アドレス : ユーザの 16 ビットの番号（192.168.122.15:1）
次に、ルート識別子として 55:1111 を設定して、その設定を確認する例を示します。

Router(config-vrf)# rd 55:1111 
Router(config-vrf)# do show ip vrf blue 
Name                             Default RD          Interfaces
blue                             55:1111 

ルートターゲット拡張コミュニティの設定

ルートターゲット拡張コミュニティを設定するには、次の作業を行います。

ルートターゲット拡張コミュニティを設定する際、次の情報に注意してください。

 • import — ルーティング情報をターゲット VPN 拡張コミュニティからインポートします。

 • export — ルーティング情報をターゲット VPN 拡張コミュニティにエクスポートします。

 • both — インポートとエクスポートの両方を行います。

 • route_target_ext_community — 48 ビットのルートターゲット拡張コミュニティを VRF に追加
します。以下のいずれかの形式で番号を入力します。

 – 16 ビット AS 番号 : ユーザの 32 ビットの番号（101:3） 
 – 32 ビット IPv4 アドレス : ユーザの 16 ビットの番号（192.168.122.15:1） 

次に、インポートおよびエクスポート ルートターゲット拡張コミュニティとして 55:1111 を設定
して、その設定を確認する例を示します。

Router(config-vrf)# route-target both 55:1111 
Router(config-vrf)# do show ip vrf detail 
VRF blue; default RD 55:1111; default VPNID <not set>
VRF Table ID = 1
  No interfaces
  Connected addresses are not in global routing table
  Export VPN route-target communities
    RT:55:1111              
  Import VPN route-target communities
    RT:55:1111              
  No import route-map
  No export route-map
CSC is not configured.

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-vrf)# route-target [import | 
export | both] route_target_ext_community 

VRF のルートターゲット拡張コミュニティを設定
します。

Router(config-vrf)# no route-target [[import | 
export | both] route_target_ext_community] 

ルートターゲット拡張コミュニティを削除します。

ステップ 2 Router(config-vrf)# do show ip vrf detail 設定を確認します。
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MVPN の設定
デフォルト MDT の設定 
デフォルト MDT を設定するには、次の作業を行います。

デフォルト MDT を設定する際、次の情報に注意してください。

 • group_address は、デフォルト MDT グループのマルチキャスト IPv4 アドレスです。すべての 
PE ルータが同じグループ アドレスに設定されている場合、それらのルータは同じグループ
のメンバーとなるため、このアドレスは、MVRF コミュニティの識別情報としての役割を果
たします。これにより、グループ内の他のメンバーが送信した PIM コントロール メッセージ
とマルチキャスト トラフィックを受信できます。

 • PE ルータをイネーブルにしてこの特定の MVRF のマルチキャスト トラフィックを受信する
ために、各 PE ルータにはこの同じデフォルト MDT が設定されていなければなりません。

次に、デフォルト MDT として 239.1.1.1 を設定する設定する例を示します。

Router(config-vrf)# mdt default 239.1.1.1 

データ MDT の設定（任意）

任意のデータ MDT を設定するには、次の作業を行います。

オプションのデータ MDT を設定する際、次の情報に注意してください。

 • group_address1 — マルチキャスト グループ アドレス。アドレスは 224.0.0.1 ～ 239.255.255.255 
の範囲で設定可能ですが、デフォルト MDT に割り当てられたアドレスとオーバーラップで
きません。

 • wildcard_bits — 可能なアドレス範囲を作成するために、マルチキャスト グループ アドレスに
適用されるワイルドカード ビット マスク。これにより、各 MVRF がサポートできるデータ 
MDT の 大数を制限できます。

 • threshold threshold_value — （任意）マルチキャスト トラフィックがデフォルト MDT から
データ MDT に切り替えられるしきい値をキロビット単位で定義します。threshold_value パラ
メータは、1 ～ 4294967 キロビットに設定可能です。

 • list access_list — （任意）このトラフィックに適用されるアクセス リスト名または番号を指定
します。

次に、データ MDT を設定する例を示します。

Router(config-vrf)# mdt data 239.1.2.0 0.0.0.3 threshold 10 

コマンド 目的

Router(config-vrf)# mdt default group_address デフォルト MDT を設定します。

Router(config-vrf)# no mdt default デフォルト MDT を削除します。

コマンド 目的

Router(config-vrf)# mdt data group_address 
wildcard_bits [threshold threshold_value] [list 
access_list] 

（任意）指定された範囲のマルチキャスト アドレスに対
してデータ MDT を設定します。

Router(config-vrf)# no mdt data データ MDT を削除します。
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データ MDT ログ機能のイネーブル化

データ MDT ログ機能をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、データ MDT ログ機能をイネーブルにする例を示します。

Router(config-vrf)# mdt log-reuse 

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、VRF 範囲の一般的な VRF 設定を示して
います。表示を簡略化するために、 初と 後の VRF のみ示しています。

!
ip vrf mvpn-cus1
 rd 200:1
 route-target export 200:1
 route-target import 200:1
 mdt default 239.1.1.1
!
ip vrf mvpn-cus2
 rd 200:2
 route-target export 200:2
 route-target import 200:2
 mdt default 239.1.1.2
!
ip vrf mvpn-cus3
 rd 200:3
 route-target export 200:3
 route-target import 200:3
 mdt default 239.1.1.3
!
...

ip vrf mvpn-cus249
 rd 200:249
 route-target export 200:249
 route-target import 200:249
 mdt default 239.1.1.249
 mdt data 239.1.1.128 0.0.0.7 

VRF 情報の表示

スイッチで設定されるすべての VRF を表示するには、show ip vrf コマンドを使用します。

Router# show ip vrf 

  Name                             Default RD          Interfaces
  green                            1:52                GigabitEthernet6/1
  red                              200:1               GigabitEthernet1/1

コマンド 目的

Router(config-vrf)# mdt log-reuse （任意）データ MDT が再利用されるたびに Syslog メッ
セージを生成することで、データ MDT 再利用情報の記
録をイネーブルにします。データ MDT を頻繁に再利用
する場合、mdt data コマンドで使用されるワイルドカー
ド ビットマスクのサイズを増やして、使用可能な MDT 
の数を増やす必要があります。

Router(config-vrf)# no log-reuse MDT ログ機能をディセーブルにします。
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MVPN の設定
                                                       GigabitEthernet3/16
                                                       Loopback2

Router#

すべての MVRF に現在設定されている MDT に関する情報を表示するには、show ip pim mdt コマ
ンドを使用します。次に、このコマンドの一般的な出力例を示します。

Router# show ip pim mdt 

  MDT Group       Interface   Source                   VRF
* 227.1.0.1       Tunnel1     Loopback0                BIDIR01 
* 227.2.0.1       Tunnel2     Loopback0                BIDIR02 
* 228.1.0.1       Tunnel3     Loopback0                SPARSE01 
* 228.2.0.1       Tunnel4     Loopback0                SPARSE02 

（注） 特定のトンネル インターフェイスに関する情報を表示するには、show interface tunnel コマンド
を使用します。トンネル インターフェイス用の IPv4 アドレスは、MVRF の デフォルト MDT に
対するマルチキャスト グループ アドレスです。

MDT の追加情報を表示するには、show mls ip multicast mdt コマンドを使用します。次に、この
コマンドの一般的な出力例を示します。

Router# show mls ip multicast mdt 

  State: H - Hardware Installed, I - Install Pending, D - Delete Pending, 
       Z - Zombie

                MMLS
  VRF           VPN-ID            MDT INFO                      MDT Type     State
   BIDIR01HWRP       1            (10.10.10.9, 227.1.0.1)       default      H
   BIDIR01SWRP       2            (10.10.10.9, 227.2.0.1)       default      H
  SPARSE01HWRP       3            (10.10.10.9, 228.1.0.1)       default      H
  SPARSE01SWRP       4            (10.10.10.9, 228.2.0.1)       default      H
           red       5               (6.6.6.6, 234.1.1.1)       default      H
           red       5            (131.2.1.2, 228.1.1.75)   data (send)      H
           red       5            (131.2.1.2, 228.1.1.76)   data (send)      H
           red       5            (131.2.1.2, 228.1.1.77)   data (send)      H
           red       5            (131.2.1.2, 228.1.1.78)   data (send)      H

Router# 

特定の VRF のルーティング情報を表示するには、show ip route vrf コマンドを使用します。

Router# show ip route vrf red 

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback2
     3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
B       3.3.3.3 [200/0] via 3.1.1.3, 00:20:09
C    21.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet3/16
B    22.0.0.0/8 [200/0] via 3.1.1.3, 00:20:09
35-14
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 35 章      IPv4 MVPN サポートの設定
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Router# 

特定の MVRF のマルチキャスト ルーティング テーブルとトンネル インターフェイスに関する情
報を表示するには、show ip mroute vrf コマンドを使用します。次に、BIDIR01 という名前の 
MVRF の一般的な出力例を示します。

Router# show ip mroute vrf BIDIR01 

IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
       L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
       T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
       X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
       U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel
       Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
Outgoing interface flags: H - Hardware switched
 Timers: Uptime/Expires
 Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 228.1.0.1), 00:16:25/stopped, RP 10.10.10.12, flags: SJCF
  Incoming interface: Tunnel1, RPF nbr 10.10.10.12, Partial-SC
  Outgoing interface list:
    GigabitEthernet3/1.3001, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:49, H
(6.9.0.100, 228.1.0.1), 00:14:13/00:03:29, flags: FT
  Incoming interface: GigabitEthernet3/1.3001, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
  Outgoing interface list:
    Tunnel1, Forward/Sparse-Dense, 00:14:13/00:02:46, H

Router# 

（注） この例では、show ip mroute vrf コマンドは、この VRF で使用されている Tunnel1 が MDT トンネ
ル インターフェイス（MTI）であることを示しています。

マルチキャスト VRF ルーティングの設定

ここでは、MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティングの設定手順について説明
します。

 • IPv4 マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化（p.35-16）
 • IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングのイネーブル化（p.35-16）
 • PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスの設定（p.35-16）
 • PIM VRF RP アドレスの指定（p.35-17）
 • MSDP ピアの設定（p.35-17）
 • IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージのイネーブル化（p.35-18）
 • マルチキャスト ルートの 大数の設定（p.35-18）
 • 設定例（p.35-19）
 • IPv4 マルチキャスト VRF ルーティング情報の表示（p.35-19）

（注） BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能で
ある必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、

（neighbor send-community both または neighbor send-community extended コマンドを使用して）
BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。
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IPv4 マルチキャスト ルーティングのグローバルなイネーブル化

IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip multicast-routing 

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングのイネーブル化 
IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにする際、次の情報に注意してください。

 • vrf_name — マルチキャスト ルーティング用に 特定の VRF を指定します。vrf_name は、
「MVRF インスタンスの設定」（p.35-10）で示しているように、前に作成された VRF を参照
するようにします。

 • distributed — （任意）MDS をイネーブルにします。

次に、IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip multicast-routing vrf blue 

PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスの設定

PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスを設定するには、次の作業を行います。

次に、PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレスを設定する例を示します。

Router(config)# ip pim vrf blue register-source loopback 3 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# ip multicast-routing IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルに
イネーブルにします。

Router(config)# no ip multicast-routing IPv4 マルチキャスト ルーティングをグローバルに
ディセーブルにします。

コマンド 目的

Router(config)# ip multicast-routing vrf vrf_name 
[distributed] 

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをイネーブルにし
ます。

Router(config)# no ip multicast-routing IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをディセーブルに
します。

コマンド 目的

Router(config)# ip pim vrf vrf_name register-source 
interface_type interface_number 

（任意）PIM VRF レジスタ メッセージの送信元アドレス
を設定します。ループバック インターフェイスをレジス
タ メッセージの送信元として設定できます。

Router(config)# no ip pim vrf vrf_name 
register-source 

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティングをディセーブルに
します。
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PIM VRF RP アドレスの指定

PIM VRF Rendezvous Point（RP; ランデブー ポイント）を指定するには、次の作業を行います。

PIM VRF RP アドレスを指定する際、次の情報に注意してください。

 • vrf vrf_name — （任意）使用する特定の VRF インスタンスを指定します。

 • rp_address — PIM RP ルータのユニキャスト IP アドレス 
 • access_list — （任意）RP のマルチキャスト グループを定義するアクセス リストの番号また

は名前 
 • override — （任意）RP アドレスが矛盾している場合、この特定の RP を Auto-RP を通じて学

習した RP に上書きします。

 • bidir — （任意）access_list 引数で指定されたマルチキャスト グループが双方向モードで動作
するように指定します。このオプションが指定されていない場合、グループは PIM 希薄モー
ドで動作します。

 • スケーラビリティ向上のため、可能なかぎり双方向モードを使用してください。

次に、PIM VRF RP アドレスを指定する例を示します。

Router(config)# ip pim vrf blue rp-address 198.196.100.33 

MSDP ピアの設定

Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）ピアを設定するには、次の作業を行います。

MSDP ピアを設定する際、次の情報に注意してください。

 • vrf vrf_name — 使用する特定の VRF インスタンスを指定します。

 • {peer_name | peer_address} — MSDP ピア ルータの Domain Name System（DNS; ドメイン ネー
ム システム）名または IP アドレス 

 • connect-source interface_type interface_number — プライマリ アドレスが TCP 接続の送信元 IP 
アドレスとして使用されているインターフェイスのインターフェイス名と番号 

 • remote-as ASN — （任意）MSDP ピアの自律システム番号。これは、表示するためだけのも
のです。

次に、MSDP ピアの設定例を示します。

Router(config)# ip msdp peer router.cisco.com connect-source fastethernet 1/1 remote-as 
109 

コマンド 目的

Router(config)# ip pim vrf vrf_name rp-address 
rp_address [access_list] [override] [bidir] 

希薄 PIM ネットワークに必要な PIM RP IPv4 アドレスを
指定します。

Router(config)# no ip pim vrf vrf_name rp-address 
rp_address 

PIM RP IPv4 アドレスをクリアします。

コマンド 目的

Router(config)# ip msdp vrf vrf_name peer {peer_name 
| peer_address} [connect-source interface_type 
interface_number] [remote-as ASN] 

（任意）MSDP ピアを設定します。

Router(config)# no ip msdp vrf vrf_name peer 
{peer_name | peer_address} [connect-source 
interface_type interface_number] [remote-as ASN] 

PIM RP IPv4 アドレスをクリアします。
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IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージのイネーブル化

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにするには、次の作業を行います。

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにする際、次の情報に注意してください。

 • vrf vrf_name — 指定 VRF のバッファを割り当てます。

 • rtp — （任意）Real-Time Transport Protocol（RTP; リアルタイム転送プロトコル）ヘッダーも
キャッシュします。

 • バッファは show ip mpacket コマンドとともに表示できます。

次に、IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip multicast vrf blue cache-headers 

マルチキャスト ルートの最大数の設定

マルチキャスト ルートの 大数を設定するには、次の作業を行います。

大ルート数を設定する際、次の情報に注意してください。

 • vrf vrf_name — 指定 VRF のルート制限をイネーブルにします。

 • limit — 追加できるマルチキャスト数。指定できる範囲は 1 ～ 2147483647 です。デフォルト
は 2147483647 です。

 • threshold — （任意）警告メッセージが発生するまで追加できるマルチキャスト ルート数。有
効な範囲は 1 から limit パラメータの値までです。

次に、マルチキャスト ルートの 大数を設定する例を示します。

Router(config)# ip multicast vrf blue route-limit 200000 20000 

IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングの設定

IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングを設定にするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# ip multicast vrf vrf_name 
cache-headers [rtp] 

（任意）IPv4 マルチキャスト パケット ヘッダーを保存す
る循環バッファをイネーブルにします。

Router(config)# no ip multicast vrf vrf_name 
cache-headers [rtp] 

IPv4 マルチキャスト ヘッダー ストレージをディセーブル
にします。

コマンド 目的

Router(config)# ip multicast vrf vrf_name route-limit 
limit [threshold] 

（任意）マルチキャスト トラフィックに追加できるマル
チキャスト ルートの 大数を設定します。

Router(config)# no ip multicast vrf vrf_name 
route-limit limit [threshold] 

設定されているマルチキャスト ルートの 大数をクリア
します。

コマンド 目的

Router(config)# ip multicast mrinfo-filter 
access_list 

（任意）アクセス リストを使用して IPv4 マルチキャスト 
ルートを設定します。access_list パラメータにはアクセス 
リストの名前または番号を指定できます。

Router(config)# no ip multicast mrinfo-filter 設定されているマルチキャスト ルートの 大数をクリア
します。
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次に、IPv4 マルチキャスト ルート フィルタリングをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip multicast mrinfo-filter 101 

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、VRF 範囲のマルチキャスト ルーティン
グをサポートするのに必要な 小設定を示しています。表示を簡略化するために、 初と 後の 
VRF のみ示しています。

!
ip multicast-routing 
ip multicast-routing vrf lite 
ip multicast-routing vrf vpn201 
ip multicast-routing vrf vpn202 

...

ip multicast-routing vrf vpn249 
ip multicast-routing vrf vpn250 
ip multicast cache-headers

...

ip pim rp-address 192.0.1.1
ip pim vrf lite rp-address 104.1.1.2
ip pim vrf vpn201 rp-address 192.200.1.1
ip pim vrf vpn202 rp-address 192.200.2.1

...

ip pim vrf vpn249 rp-address 192.200.49.6
ip pim vrf vpn250 rp-address 192.200.50.6
... 

IPv4 マルチキャスト VRF ルーティング情報の表示

特定の MVRF に対する既知の PIM ネイバーを表示するには、show ip pim vrf neighbor コマンドを
使用します。

Router# show ip pim vrf 98 neighbor 

PIM Neighbor Table
Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR
Address                                                            Prio/Mode
40.60.0.11        Tunnel96                 00:00:31/00:01:13 v2    1 / S
40.50.0.11        Tunnel96                 00:00:54/00:00:50 v2    1 / S

Router#

MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用イン
ターフェイスの設定

ここでは、MVPN をサポートするためのマルチキャスト ルーティング用インターフェイスの設
定手順について説明します。

 • マルチキャスト ルーティングの設定の概要（p.35-20）
 • インターフェイスでの PIM の設定（p.35-20）
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 • IPv4 VRF 転送用インターフェイスの設定（p.35-21）
 • 設定例（p.35-21）

マルチキャスト ルーティングの設定の概要

PIM は、IPv4 マルチキャスト トラフィックに使用されるすべてのインターフェイスで設定され
ていなければなりません。VPN マルチキャスト環境では、少なくとも以下のすべてのインター
フェイスで PIM をイネーブルにする必要があります。

 • バックボーンに接続されている PE ルータの物理インターフェイス

 • BGP ピアリングで使用されるループバック インターフェイス

 • 希薄 PIM RP ルータ アドレスの送信元として使用されるループバック インターフェイス

さらに、マルチキャスト トラフィックを転送しようとしているこれらのインターフェイスと 
MVRF を関連付ける必要があります。

BGP は、マルチキャスト トラフィックを送受信するすべてのルータに設定済みで、動作可能で
ある必要があります。さらに、ネットワークで MDT を使用できるようにするためには、

（neighbor send-community both または neighbor send-community extended コマンドを使用して）
BGP 拡張コミュニティがイネーブルでなければなりません。

インターフェイスでの PIM の設定

インターフェイスで PIM を設定するには、次の作業を行います。

インターフェイスで PIM を設定する際、次の情報に注意してください。

 • 次のインターフェイス タイプのいずれかを使用できます。

 – バックボーンに接続されている PE ルータの物理インターフェイス

 – BGP ピアリングで使用されるループバック インターフェイス

 – 希薄 PIM ネットワーク RP アドレスの送信元として使用されるループバック インター
フェイス 

 • PIM モードには以下のものがあります。

 – dense-mode — 動作の dense（稠密）モードをイネーブルにします。

 – sparse-mode — 動作の希薄モードをイネーブルにします。

 – sparse-dense-mode — マルチキャスト グループに RP ルータが定義されている場合は希薄
モードをイネーブルにし、RP ルータが定義されていない場合は dense（稠密）モードを
イネーブルにします。

 • バックボーンに接続されたすべての PE ルータの物理インターフェイスに対して、または 
BGP ピアリングまたは RP アドレッシングの送信元として使用されるすべてのループバック 
インターフェイスで、sparse-mode を使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始
します。

ステップ 2 Router(config)# interface type {slot/port | 
number} 

特定のインターフェイスのインターフェイス コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip pim {dense-mode | 
sparse-mode | sparse-dense-mode} 

インターフェイスで PIM をイネーブルにします。

Router(config)# no ip pim [dense-mode | 
sparse-mode | sparse-dense-mode] 

PIM をディセーブルにします。
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次に、物理インターフェイスに PIM 希薄モードを設定にする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 10/1 
Router(config-if)# ip pim sparse-mode 

次に、ループバック インターフェイスに PIM 希薄モードを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface loopback 2 
Router(config-if)# ip pim sparse-mode 

IPv4 VRF 転送用インターフェイスの設定

IPv4 VRF 転送用インターフェイスを設定にするには、次の作業を行います。

次に、インターフェイスに VRF blue 転送を設定する例を示します。

Router(config-if)# ip vrf forwarding blue 

設定例

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、単一の MVRF を介したマルチキャスト 
トラフィックをイネーブルにするためのインターフェイス設定を、関連する MVRF 設定と共に
示しています。

ip multicast-routing vrf blue 
ip multicast-routing

ip vrf blue 
 rd 100:27
 route-target export 100:27
 route-target import 100:27
 mdt default 239.192.10.2

interface GigabitEthernet1/1
 description blue connection
 ip vrf forwarding blue 
 ip address 192.168.2.26 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode

interface GigabitEthernet1/15
 description Backbone connection
 ip address 10.8.4.2 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode

ip pim vrf blue rp-address 192.7.25.1
ip pim rp-address 10.1.1.1 

コマンド 目的

Router(config-if)# ip vrf forwarding vrf_name （任意）指定した VRF ルーティング / 転送テーブルをイ
ンターフェイスと関連付けます。これが指定されていな
い場合、インターフェイスはデフォルトでグローバル 
ルーティング テーブルを使用します。

（注） インターフェイスでこのコマンドを入力すると IP 
アドレスが削除されるので、IP アドレスを再設定
します。

Router(config-if)# no ip vrf forwarding [vrf_name] IPv4 VRF 転送をディセーブルにします。
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MVPN の設定例
ここでは、MVPN 機能のコンフィギュレーション例を示します。

 • デフォルト MDT のみを使用した MVPN 設定（p.35-22）
 • デフォルト MDT とデータ MDT を使用した MVPN 設定（p.35-24）

デフォルト MDT のみを使用した MVPN 設定

以下のコンフィギュレーション ファイルからの抜粋は、3 つの MVRF の MVPN 設定に関連した
行を示しています（必要な BGP 設定は省略しています）。

!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
service compress-config
!
hostname MVPN Router 
!
boot system flash slot0:
logging snmp-authfail
!
ip subnet-zero
!
!
no ip domain-lookup
ip host tftp 223.255.254.238
!
ip vrf mvpn-cus1
 rd 200:1
 route-target export 200:1
 route-target import 200:1
 mdt default 239.1.1.1
!
ip vrf mvpn-cus2
 rd 200:2
 route-target export 200:2
 route-target import 200:2
 mdt default 239.1.1.2
!
ip vrf mvpn-cus3
 rd 200:3
 route-target export 200:3
 route-target import 200:3
 mdt default 239.1.1.3
!
ip multicast-routing 
ip multicast-routing vrf mvpn-cus1 
ip multicast-routing vrf mvpn-cus2 
ip multicast-routing vrf mvpn-cus3 
ip multicast multipath
frame-relay switching
mpls label range 4112 262143
mpls label protocol ldp
mpls ldp logging neighbor-changes
mpls ldp explicit-null
mpls traffic-eng tunnels
tag-switching tdp discovery directed-hello accept from 1
tag-switching tdp router-id Loopback0 force
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mls ip multicast replication-mode ingress
mls ip multicast flow-stat-timer 9
mls ip multicast bidir gm-scan-interval 10
mls flow ip destination
no mls flow ipv6
mls rate-limit unicast cef glean 10 10
mls qos
mls cef error action freeze

...

vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
!
vlan 2001-2101,3501-3700,4001,4051-4080,4093 
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 201.252.1.14 255.255.255.255
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback1
 ip address 209.255.255.14 255.255.255.255
!
interface Loopback10
 ip vrf forwarding mvpn-cus1
 ip address 210.101.255.14 255.255.255.255
!
interface Loopback11
 ip vrf forwarding mvpn-cus1
 ip address 210.111.255.14 255.255.255.255
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback12
 ip vrf forwarding mvpn-cus1
 ip address 210.112.255.14 255.255.255.255

...

!
interface GigabitEthernet3/3
 mtu 9216
 ip vrf forwarding mvpn-cus3
 ip address 172.10.14.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
!

...

!
interface GigabitEthernet3/19
 ip vrf forwarding mvpn-cus2
 ip address 192.16.4.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
 ip igmp static-group 229.1.1.1
 ip igmp static-group 229.1.1.2
 ip igmp static-group 229.1.1.4
!
interface GigabitEthernet3/20
 ip vrf forwarding mvpn-cus1
 ip address 192.16.1.1 255.255.255.0
 ip pim sparse-dense-mode
!
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...

デフォルト MDT とデータ MDT を使用した MVPN 設定

次の設定例には、デフォルト MDT とデータ MDT の両方が設定された 3 つの MVRF が含まれて
います。MVPN 設定に関連した設定のみを示しています。

...
!
ip vrf v1 
 rd 1:1
 route-target export 1:1
 route-target import 1:1
 mdt default 226.1.1.1
 mdt data 226.1.1.128 0.0.0.7 threshold 1
!
ip vrf v2
 rd 2:2
 route-target export 2:2
 route-target import 2:2
 mdt default 226.2.2.1
 mdt data 226.2.2.128 0.0.0.7
!
ip vrf v3
 rd 3:3
 route-target export 3:3
 route-target import 3:3
 mdt default 226.3.3.1
 mdt data 226.3.3.128 0.0.0.7
!
ip vrf v4
 rd 155.255.255.1:4
 route-target export 155.255.255.1:4
 route-target import 155.255.255.1:4
 mdt default 226.4.4.1
 mdt data 226.4.4.128 0.0.0.7
!
ip multicast-routing 
ip multicast-routing vrf v1 
ip multicast-routing vrf v2 
ip multicast-routing vrf v3 
ip multicast-routing vrf v4 
mpls label protocol ldp
mpls ldp logging neighbor-changes
tag-switching tdp router-id Loopback1
mls ip multicast replication-mode ingress
mls ip multicast bidir gm-scan-interval 10
no mls flow ip
no mls flow ipv6
mls cef error action freeze
!
!
!
!
!

...

vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
!
!
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interface Loopback1
 ip address 155.255.255.1 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback4
 ip vrf forwarding v4
 ip address 155.255.4.4 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback11
 ip vrf forwarding v1
 ip address 155.255.255.11 255.255.255.255
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface Loopback22
 ip vrf forwarding v2
 ip address 155.255.255.22 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback33
 ip vrf forwarding v3
 ip address 155.255.255.33 255.255.255.255
 ip pim sparse-mode
!
interface Loopback44
 no ip address
!
interface Loopback111
 ip vrf forwarding v1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
 ip pim sparse-dense-mode
 ip ospf network point-to-point
!
interface GigabitEthernet1/1
 description Gi1/1 - 155.50.1.155 255.255.255.0 - peer dut50 - mpls
 mtu 9216
 ip address 155.50.1.155 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
 tag-switching ip
!
interface GigabitEthernet1/2
 ip vrf forwarding v1
 ip address 155.1.2.254 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!
interface GigabitEthernet1/3
 description Gi1/3 - 185.155.1.155/24 - vrf v1 stub peer 185.Gi1/3
 ip vrf forwarding v1
 ip address 185.155.1.155 255.255.255.0
 ip pim sparse-mode
!

...

!
interface GigabitEthernet1/48
 ip vrf forwarding v1
 ip address 157.155.1.155 255.255.255.0
 ip pim bsr-border
 ip pim sparse-dense-mode
!
interface GigabitEthernet6/1
 no ip address
 shutdown
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!
interface GigabitEthernet6/2
 ip address 9.1.10.155 255.255.255.0
 media-type rj45
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 11 vrf v1
 router-id 155.255.255.11
 log-adjacency-changes
 redistribute connected subnets tag 155
 redistribute bgp 1 subnets tag 155
 network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 155
 network 155.255.255.11 0.0.0.0 area 155
 network 155.0.0.0 0.255.255.255 area 155
 network 157.155.1.0 0.0.0.255 area 0
!
router ospf 22 vrf v2
 router-id 155.255.255.22
 log-adjacency-changes
 network 155.255.255.22 0.0.0.0 area 155
 network 155.0.0.0 0.255.255.255 area 155
 network 157.155.1.0 0.0.0.255 area 0
!
router ospf 33 vrf v3
 router-id 155.255.255.33
 log-adjacency-changes
 network 155.255.255.33 0.0.0.0 area 155
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 155.50.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 155.255.255.1 0.0.0.0 area 155
!
router bgp 1
 bgp router-id 155.255.255.1
 no bgp default ipv4-unicast
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 175.255.255.1 remote-as 1
 neighbor 175.255.255.1 update-source Loopback1
 neighbor 185.255.255.1 remote-as 1
 neighbor 185.255.255.1 update-source Loopback1
 !
 address-family vpnv4
 neighbor 175.255.255.1 activate
 neighbor 175.255.255.1 send-community extended
 neighbor 185.255.255.1 activate
 neighbor 185.255.255.1 send-community extended
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf v4
 no auto-summary
 no synchronization
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf v3
 redistribute ospf 33
 no auto-summary
 no synchronization
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf v2
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 redistribute ospf 22
 no auto-summary
 no synchronization
 exit-address-family
 !
 address-family ipv4 vrf v1
 redistribute ospf 11
 no auto-summary
 no synchronization
 exit-address-family
!
ip classless
ip route 9.255.254.1 255.255.255.255 9.1.10.254
no ip http server
ip pim bidir-enable
ip pim rp-address 50.255.2.2 MCAST.MVPN.MDT.v2 override bidir
ip pim rp-address 50.255.3.3 MCAST.MVPN.MDT.v3 override bidir
ip pim rp-address 50.255.1.1 MCAST.MVPN.MDT.v1 override bidir
ip pim vrf v1 spt-threshold infinity
ip pim vrf v1 send-rp-announce Loopback11 scope 16 group-list MCAST.GROUP.BIDIR bidir
ip pim vrf v1 send-rp-discovery Loopback11 scope 16
ip pim vrf v1 bsr-candidate Loopback111 0
ip msdp vrf v1 peer 185.255.255.11 connect-source Loopback11
ip msdp vrf v1 cache-sa-state
!
!
ip access-list standard MCAST.ANYCAST.CE
 permit 2.2.2.2
ip access-list standard MCAST.ANYCAST.PE
 permit 1.1.1.1
ip access-list standard MCAST.BOUNDARY.VRF.v1
 deny   226.192.1.1
 permit any
ip access-list standard MCAST.GROUP.BIDIR
 permit 226.192.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.GROUP.SPARSE
 permit 226.193.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.BOUNDARY.DATA.MDT
 deny   226.1.1.128
 permit any
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v1
 permit 226.1.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v2
 permit 226.2.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.MDT.v3
 permit 226.3.0.0 0.0.255.255
ip access-list standard MCAST.MVPN.RP.v4
 permit 227.0.0.0 0.255.255.255
!
access-list 1 permit 226.1.1.1
access-list 2 deny   226.1.1.1
access-list 2 permit any
...
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MVPN の設定例
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PFC QoS の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ 
カード）と Distributed Forwarding Card（DFC）に実装された QoS（Quality of Service）機能を設定
する方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • QoS および MPLS の詳細については、第 38 章「MPLS QoS の設定」を参照してください。

 • Cisco IOS Software Release 12.2SX の QoS（PFC QoS）では、一部の Cisco IOS のモジュラ QoS 
CLI（MQC）を使用します。PFC QoS はハードウェアに実装されているため、一部の MQC 
構文のみがサポートされます。

 • Cisco IOS Software Release 12.2SX では、PFC3 は Network-Based Application Recognition
（NBAR）をサポートしていません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • PFC QoS の概要（p.36-1）
 • PFC QoS のデフォルト設定（p.36-27）
 • PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項（p.36-61）
 • PFC QoS の設定（p.36-67）
 • 一般的な QoS のシナリオ（p.36-120）
 • PFC QoS の用語（p.36-130）

PFC QoS の概要
「PFC QoS」という用語は、Cisco IOS Software Release 12.2SX に実装された QoS を意味します。
PFC QoS は PFC やすべての DFC のほか、さまざまなスイッチ コンポーネントに実装されます。
ここでは、PFC QoS の機能について説明します。

 • PFC QoS によってサポートされるポート タイプ（p.36-2）
 • 概要（p.36-2）
 • コンポーネントの概要（p.36-5）
 • 分類とマーキングの概要（p.36-14）
 • ポートベースのキュー タイプの概要（p.36-20）
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PFC QoS の概要
PFC QoS によってサポートされるポート タイプ

PFC は、FlexWAN モジュール ポートに対して QoS を提供しません。FlexWAN モジュール の QoS 
機能については、次の資料を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/cfgnotes/flexport/combo/index.htm

すべてのリリースで、PFC QoS は LAN ポートをサポートしています。LAN ポートは、イーサ
ネット スイッチング モジュール上のイーサネット ポートです。

概要

ネットワークは通常、ベストエフォート型の配信方式で動作します。したがって、すべてのトラ
フィックに等しいプライオリティが与えられ、適度なタイミングで配信される可能性はどのトラ
フィックでも同等です。輻輳が発生した場合にドロップされる可能性についても、すべてのトラ
フィックで同等です。

QoS を実装すると、ネットワーク パフォーマンスが予測可能になり、帯域幅をより効率的に利用
できます。QoS 機能は、ネットワーク トラフィックを選択（分類）し、プライオリティを示す 
QoS ラベルを割り当て、使用します。これにより、パケットは設定されたリソース使用制限に従
い（トラフィックのポリシングとマーキング）、リソースのコンテンションが生じた場合に輻輳
回避が行われます。

PFC QoS 分類、ポリシング、マーキング、および輻輳回避は、PFC、DFC、および LAN スイッチ
ング モジュール ポートの Application Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）のハード
ウェアに実装されます。

（注） Cisco IOS Software Release 12.2SX では、レイヤ 3 またはレイヤ 2 でハードウェアによってスイッ
チングされたトラフィックに対し、一部の MQC 機能（Committed Access Rate [CAR] など）がサ
ポートされません。キューイングはポートの ASIC に実装されるため、Cisco IOS Software 
Release 12.2SX では、MQC によって設定したキューイングはサポートされません。

図 36-1 は、Cisco IOS Software Release 12.2SX によってサポートされるスイッチにおける QoS 処理
の概要を示します。

図 36-1 PFC QoS 機能による処理の概要
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PFC QoS の概要  
各 PFC QoS 機能は、次の順序で適用されます。

1. 入力ポートの PFC QoS 機能：

 – ポートの信頼状態 — PFC QoS における信頼とは、有効なポートとして受け入れられ、初
期内部 DSCP 値の基準として使用されることを意味します。デフォルトではポートは信
頼されず（untrusted）、初期内部 DSCP 値は 0 に設定されます。各ポートは、受信する 
CoS、IP precedence、または DSCP を信頼するように設定できます。

 – レイヤ 2 の CoS 再マーキング — PFC QoS は、レイヤ 2 CoS の再マーキングを適用します。
この機能では、次の状況において、着信フレームにポートの CoS 値がマークされます。

 — トラフィックの形式が ISL、802.1Q、または 802.1p フレームではない場合

 — ポートが信頼できないポートとして設定されている場合

 – 輻輳回避 — イーサネット LAN ポートを CoS または DSCP を信頼するように設定してい
る場合は、QoS はレイヤ 2 CoS 値またはレイヤ 3 DSCP 値に基づきトラフィックを分類
し、入力キューに割り当てることで、輻輳回避を行います。レイヤ 3 DSCP ベースの
キュー マッピングは、WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、および 
Supervisor Engine 720-10GE ポートでのみで有効です。

2. PFC および DFC QoS 機能：

 – 内部 DSCP — PFC および DFC 上で、QoS はすべてのトラフィックに内部 DSCP 値を関連
付け、システム内で処理できるように分類します。トラフィックの信頼状態に基づいて
生成される初期内部 DSCP 値、および 終内部 DSCP 値が存在します。 終内部 DSCP 
は、初期値と同じである場合も、MQC ポリシー マップによって別の値に設定される場
合もあります。

 – MQC ポリシー マップ — MQC ポリシー マップでは、次の 1 つまたは複数の処理を実行で
きます。

 — トラフィックの信頼状態の変更（内部 DSCP 値を別の QoS ラベルに基づいて設定）

 — 初期内部 DSCP 値の設定（信頼できないポートからのトラフィックのみ）

 — トラフィックのマーキング

 — トラフィックのポリシング

3. 出力イーサネット LAN ポートの QoS 機能：

 – 終内部 DSCP によるレイヤ 3 DSCP マーキング（任意）

 – 終内部 DSCP からのマッピングによるレイヤ 2 CoS マーキング

 – レイヤ 2 CoS ベース、およびレイヤ 3 DSCP ベースの輻輳回避（レイヤ 3 DSCP ベースの
キュー マッピングは、WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、および 
Supervisor Engine 720-10GE ポートでのみで有効です）。
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PFC QoS の概要
次の図は、QoS とスイッチ コンポーネント間の関係の詳細を示します。

 • 図 36-2、PFC3 でのトラフィック フローおよび PFC QoS 機能

 • 図 36-3、PFC QoS 機能とコンポーネントの概要

図 36-2 は、PFC3 でのトラフィック フローと PFC QoS 機能を示します。

図 36-2 PFC3 でのトラフィック フローおよび PFC QoS 機能

図 36-2 は、PFC3 の PFC QoS 機能間のトラフィック フローを示します。

 • トラフィックは、どのタイプのポートからも入力および出力が可能です。

 • DFC は、スイッチング モジュール上にローカルに PFC QoS を実装します。

 • FlexWAN モジュール トラフィックの場合：

 – 入力 FlexWAN QoS 機能は、FlexWAN 入力トラフィックに適用できます。

 – 入力 FlexWAN トラフィックは、PFC3 によってレイヤ 3 スイッチングすることも、Route 
Processor（RP）によってソフトウェアでルーティングすることも可能です。

 – 出力 PFC QoS は、FlexWAN 入力トラフィックには適用されません。

 – 出力 FlexWAN QoS は、FlexWAN 出力トラフィックに適用できます。

 • LAN ポート トラフィックの場合：

 – 入力 LAN ポート QoS 機能は、LAN ポート入力トラフィックに適用できます。

 – 入力 PFC QoS は、LAN ポート入力トラフィックに適用できます。

 – 入力 LAN ポート トラフィックは、PFC3 によってレイヤ 2 またはレイヤ 3 スイッチング
することも、RP によってソフトウェアでルーティングすることも可能です。

 – 出力 PFC QoS および出力 LAN ポート QoS は、LAN ポート出力トラフィックに適用でき
ます。
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PFC QoS の概要  
図 36-3 PFC QoS 機能とコンポーネントの概要

コンポーネントの概要

ここでは、PFC QoS の決定とプロセスにおける、次の各コンポーネントの役割について詳しく説
明します。

 • 入力 LAN ポートの PFC QoS 機能（p.36-5）
 • PFC および DFC の QoS 機能（p.36-7）
 • PFC QoS の出力ポート機能（p.36-11）

入力 LAN ポートの PFC QoS 機能

ここでは、入力ポートの QoS 機能の概要について説明します。

 • 入力 LAN ポート PFC QoS 機能のフローチャート（p.36-6）
 • ポートの信頼状態（p.36-7）
 • 入力側の輻輳回避（p.36-7）
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PFC QoS の概要
入力 LAN ポート PFC QoS 機能のフローチャート 

図 36-4 は、入力 LAN ポートの PFC QoS 機能間のトラフィック フローを示します。

図 36-4 入力 LAN ポートの PFC QoS 機能

（注） • 入力 CoS 変換は、802.1Q トンネル ポートのみでサポートされます。

 • DSCP ベースのキュー マッピングは、WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、お
よび Supervisor Engine 720-10GE ポートでのみサポートされます。
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PFC QoS の概要  
ポートの信頼状態

PFC QoS における信頼とは、有効なポートとして受け入れられ、初期内部 DSCP 値の基準として
使用されることを意味します。ポートは、信頼できないポート（untrusted）として設定すること
も、次の QoS 値を信頼するように設定することもできます。

 • レイヤ 2 CoS 
 – CoS を信頼するように設定されたポートを、信頼できる CoS ポートと呼びます。

 – 信頼できる CoS ポートから受信するトラフィック、またはポリシー マップによって CoS 
を信頼するように設定されたトラフィックを、信頼できる CoS トラフィックと呼びます。

（注） すべてのトラフィックに CoS 値が含まれるわけではありません。CoS 値を伝送するの
は、ISL、802.1Q、および 802.1P トラフィックのみです。PFC QoS は、CoS 値を伝送
しないすべてのトラフィックに対し、ポートの CoS 値を適用します。信頼できない
ポートでは、PFC QoS はすべてのトラフィックにポートの CoS 値を適用し、受信した
すべての CoS 値を上書きします。

 • IP precedence

 – IP precedence を信頼するように設定されたポートを、信頼できる IP precedence ポートと
呼びます。

 – 信頼できる IP precedence ポートから受信するトラフィック、またはポリシー マップに
よって IP precedence を信頼するように設定されたトラフィックを、信頼できる IP 
precedence トラフィックと呼びます。

 • DSCP

 – DSCP を信頼するように設定されたポートを、信頼できる DSCP ポートと呼びます。

 – 信頼できる DSCP ポートから受信するトラフィック、またはポリシー マップによって 
DSCP を信頼するように設定されたトラフィックを、信頼できる DSCP トラフィックと呼
びます。

信頼できないポートから受信したトラフィックを、信頼できないトラフィックと呼びます。

入力側の輻輳回避

PFC QoS は、信頼できる CoS ポートに輻輳回避を実装します。信頼できる CoS ポートでは、QoS 
はレイヤ 2 の CoS 値に基づきトラフィックを分類して入力キューに割り当て、輻輳回避を行いま
す。WS-X6708-10GE および Supervisor Engine 720-10GE の信頼できる DSCP ポートで、受信した 
DSCP 値を使用して輻輳回避を行うように設定できます。入力側の輻輳回避の詳細については、
「信頼できる CoS LAN 入力ポートでの分類とマーキング」（p.36-15）を参照してください。

PFC および DFC の QoS 機能

ここでは、PFC および DFC の QoS 関連事項について説明します。

 • サポートされる PFC（p.36-8）
 • サポートされる DFC（p.36-8）
 • PFC および DFC の QoS 機能リストおよびフローチャート（p.36-8）
 • 内部 DSCP 値（p.36-10）
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PFC QoS の概要
サポートされる PFC

PFC は、スーパーバイザ エンジンに搭載されるドーター カードです。PFC は、他の機能ととも
に QoS 機能を提供します。Cisco IOS Software Release 12.2SX では、次の PFC がサポートされま
す。

 • PFC3A（Supervisor Engine 720）
 • PFC3B（Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 32）
 • PFC3BXL（Supervisor Engine 720）
 • PFC3C（Cisco ME 6500 Series Ethernet switches および Supervisor Engine 720-10GE）
 • PFC3CXL（Supervisor Engine 720-10GE）

サポートされる DFC

PFC は QoS ポリシーのコピーを DFC に送信することで、QoS ポリシーがローカルにサポートさ
れるようにします。これにより、DFC では、PFC がサポートしているものと同じ QoS 機能をサ
ポートできるようになります。

Catalyst 6500 series switches では、次の DFC がサポートされます。

 • WS-F6K-DFC3A、WS-F6K-DFC3B、WS-F6K-DFC3BXL（Supervisor Engine 720 とともに 
dCEF256 および CEF256 モジュールで使用）

 • WS-F6700-DFC3A、WS-F6700-DFC3B、WS-F6700-DFC3BXL（Supervisor Engine 720 とともに 
CEF720 モジュールで使用）

PFC および DFC の QoS 機能リストおよびフローチャート

表 36-1 は、PFC および DFC の各バージョンでサポートされる QoS 機能の一覧を示します。

表 36-1 PFC および DFC でサポートされる QoS 機能  

機能

PFC3A お
よび  
DFC3A

PFC3B お
よび  
DFC3B

PFC3BXL 
および  
DFC3BXL

PFC3C お
よび  
DFC3C

PFC3CXL 
および  
DFC3CXL

DFC のサポート あり あり あり あり あり

フローの細かさ 送信元 
宛先

送信元 
宛先

送信元 
宛先

送信元 
宛先

送信元 
宛先

QoS ACL IP、MAC IP、MAC IP、MAC IP、MAC IP、MAC

DSCP の透過性

（注） DSCP の透過性をイネーブルにすると、出
力 ToS の書き換えがディセーブルになりま
す。

任意 任意 任意 任意 任意

出力 ToS の書き換え 任意 任意 任意 任意 任意

ポリシング：

入力集約ポリサー あり あり あり あり あり

出力集約ポリサー あり あり あり あり あり

集約ポリサーの数 1022 1022 1022 1022 1022

マイクロフロー ポリサー 64 レート 64 レート 64 レート 64 レート 64 レート

マイクロフロー ポリサーあたりのフロー数 64,000 110,000 240,000 110,000 240,000 
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PFC QoS の概要  
図 36-5 は、PFC および DFC 上の QoS 機能間のトラフィック フローを示します。

図 36-5 PFC および DFC の QoS 機能

（注） DSCP 透過性機能を使用すると、オプションで出力 DSCP 値をレイヤ 3 ToS バイトに書き込むこ
とができます。

ポリサーによる統計情報の計測単位 バイト バイト バイト バイト バイト

ポリサー処理の基準 レイヤ 2 の 
長さ

レイヤ 2 の 
長さ

レイヤ 2
長さ

レイヤ 2 の 
長さ

レイヤ 2 の 
長さ

表 36-1 PFC および DFC でサポートされる QoS 機能 （続き）

機能

PFC3A お
よび  
DFC3A

PFC3B お
よび  
DFC3B

PFC3BXL 
および  
DFC3BXL

PFC3C お
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DFC3C

PFC3CXL 
および  
DFC3CXL
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第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の概要
内部 DSCP 値

PFC QoS は処理中、すべてのトラフィック（非 IP トラフィックを含む）のプライオリティを、内
部 DSCP 値で表します。

初期内部 DSCP 値
PFC では何らかのマーキングまたはポリシングが行われる前に、PFC QoS によって、次のように
初期内部 DSCP 値が導出されます。

 • 信頼できないトラフィックにおいて、ignore port trust がイネーブルになっていない場合は、
タグ付きおよびタグなしの両方のトラフィックに対し、初期内部 DSCP 値が 0 に設定されま
す。

 • 信頼できないトラフィックにおいて、ignore port trust がイネーブルにされている場合は、PFC 
QoS によって次の処理が行われます。

 – IP トラフィックでは、PFC QoS は受信した DSCP 値を初期内部 DSCP 値として使用しま
す。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないトラフィックの場合は、ポートの CoS 値が初期内部 
DSCP 値にマッピングされます。

 • 信頼できる CoS トラフィックにおいて、ignore port trust がイネーブルにされている場合は、
PFC QoS によって次の処理が行われます。

 – IP トラフィックでは、PFC QoS は受信した DSCP 値を初期内部 DSCP 値として使用しま
す。

（注） 信頼できる CoS トラフィックにおいて、ignore port trust がイネーブルにされてい
る場合は、受信したタグ付き IP トラフィック内の CoS 値は使用されません。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグ付きトラフィックの場合は、受信した CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグなしトラフィックの場合は、ポートの CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

 • 信頼できる IP precedence トラフィックの場合は、PFC QoS によって次の処理が行われます。

 – IP トラフィックでは、PFC QoS は受信した IP precedence 値を初期内部 DSCP 値にマッピ
ングします。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグ付きトラフィックの場合は、受信した CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグなしトラフィックの場合は、ポートの CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

 • 信頼できる DSCP トラフィックの場合は、PFC QoS によって次の処理が行われます。

 – IP トラフィックでは、PFC QoS は受信した DSCP 値を初期内部 DSCP 値として使用しま
す。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグ付きトラフィックの場合は、受信した CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

 – 認識可能な ToS バイトが含まれないタグなしトラフィックの場合は、ポートの CoS 値が
初期内部 DSCP 値にマッピングされます。

信頼できる CoS トラフィックおよび信頼できる IP precedence トラフィックの場合は、PFC QoS は
設定可能なマップを使用して、3 ビット値である CoS または IP precedence から、6 ビットの初期
内部 DSCP 値を導出します。
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第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS の概要  
最終内部 DSCP 値
PFC でのポリシー マーキングおよびポリシングでは、初期内部 DSCP 値が 終内部 DSCP 値に変
更されることがあります。この値は、これ以降に適用されるすべての QoS 機能で使用されます。

ポートベースの PFC QoS、および VLAN ベースの PFC QoS

各入力 LAN ポートは、物理ポート ベースの PFC QoS（デフォルト）または VLAN ベースの PFC 
QoS のいずれかに対応するように設定し、選択したインターフェイスにポリシー マップを付加で
きます。

ポート ベースの PFC QoS を設定するポートの場合、次のように入力 LAN ポートにポリシー マッ
プを付加します。

 • 非トランク入力 LAN ポートをポート ベースの PFC QoS 用に設定すると、そのポートを通じ
て受信するすべてのトラフィックに、ポートに付加されたポリシー マップが適用されます。

 • トランク入力 LAN ポートをポート ベースの PFC QoS 用に設定すると、そのポートを通じて
受信するすべての VLAN トラフィックに、ポートに付加されたポリシー マップが適用されま
す。

非トランク入力 LAN ポートを VLAN ベースの PFC QoS 用に設定すると、そのポートを通じて受
信するトラフィックに、ポートの VLAN に付加されたポリシー マップが適用されます。

トランク入力 LAN ポートを VLAN ベースの PFC QoS 用に設定すると、そのポートを通じて受信
するトラフィックに、トラフィックの VLAN に付加されたポリシー マップが適用されます。

PFC QoS の出力ポート機能

ここでは、PFC QoS の出力ポート機能について説明します。

 • PFC QoS の出力 LAN ポート機能のフローチャート（p.36-12）
 • 出力 CoS 値（p.36-12）
 • 出力 DSCP 変換（p.36-12）
 • 出力 ToS バイト（p.36-13）
 • 出力 PFC QoS インターフェイス（p.36-13）
 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポート（p.36-13）
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第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の概要
PFC QoS の出力 LAN ポート機能のフローチャート

図 36-6 は、出力 LAN ポートでの QoS 機能間のトラフィック フローを示します。

図 36-6 出力 LAN ポートでのスケジューリング、輻輳回避、およびマーキング

出力 CoS 値

すべての出力トラフィックについて、PFC QoS は設定変更可能なマップを使用して、トラフィッ
クと対応付けられた 終内部 DSCP 値から CoS 値を導出します。導出された CoS 値は出力 LAN 
ポートに送られます。この値は分類および輻輳回避に使用されるほか、ISL フレームおよび 
802.1Q フレームに書き込まれます。

（注） 出力 LAN ポートでの分類と輻輳回避に 終内部 DSCP 値が使用されるように、WS-X6708-10GE 
ポートおよび Supervisor Engine 720-10GE ポートを設定することができます（「DSCP ベースの
キュー マッピングの設定」[p.36-108] を参照）。

出力 DSCP 変換

内部 DSCP 値が出力 ToS バイトに書き込まれる前に内部 DSCP 値を変換するには、 大 15 個の出
力 DSCP 変換マップを設定できます。出力 DSCP 変換マップは、PFC QoS がサポートする任意の
インターフェイスに付加できます。

（注） 出力 DSCP 変換を設定する場合は、PFC QoS による、変換された DSCP 値に基づく出力 CoS 値の
導出は行われません。
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第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS の概要  
出力 ToS バイト

DSCP 透過性をイネーブルにしている場合を除き、PFC QoS は 終内部 DSCP 値または変換され
た DSCP 値を基に、出力 IP トラフィックの ToS バイトを作成します。この ToS バイトは出力
ポートに送られ、IP パケット内に書き込まれます。信頼できる DSCP トラフィック、および信頼
できない IP トラフィックの場合、ToS バイトには、受信した ToS バイトの元の 下位 2 ビットが
含まれます。

内部 DSCP 値または変換された DSCP 値には、IP precedence 値と同じ機能があります（「IP 
precedence 値と DSCP 値」[p.36-67] を参照）。

出力 PFC QoS インターフェイス

出力ポリシー マップをレイヤ 3 インターフェイス（レイヤ 3 インターフェイスまたは VLAN イン
ターフェイスとして設定された LAN ポート）に付加することで、ポリシー マップを出力トラ
フィックに適用できます。

（注） • 出力ポリシーはマイクロフロー ポリシングをサポートしません。

 • ARP トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 • 出力ポリシーで信頼状態を設定することはできません。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポート

（注） 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートは、パケット再循環とも呼ばれます。

PFC3 を使用すると、再マーキングされた DSCP を出力 ACL によってサポートできます。これに
より、入力 PFC QoS によって行われた IP precedence または DSCP のポリシングまたはマーキング
の変更を使用して、IP precedence ベースまたは DSCP ベースの出力 QoS フィルタリングが実行さ
れるように設定できます。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートがないと、出力 QoS フィルタリングに
は、受信した IP precedence または DSCP の値が使用されます。ポリシングまたはマーキングの結
果として入力 PFC QoS によって行われた、IP precedence または DSCP の変更は使用されません。

PFC3 は、出力レイヤ 3 インターフェイス（レイヤ 3 インターフェイスまたは VLAN インター
フェイスとして設定された LAN ポート）において、レイヤ 3 でスイッチングおよびルーティン
グされたトラフィックのみに対して出力 PFC QoS を提供します。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートは、入力レイヤ 3 インターフェイス（レイ
ヤ 3 インターフェイスまたは VLAN インターフェイスとして設定された LAN ポート）上で設定
します。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートを設定したインターフェイス上では、
PFC3 は QoS フィルタリングされた各 IP パケットを 2 回ずつ処理します。1 回めは入力 PFC QoS 
を適用し、2 回めは出力 PFC QoS を適用します。

注意 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートを設定したスイッチが PFC3A モードで動
作している場合は、PFC3 はトラフィックを処理して入力 PFC QoS を適用する際、入力 PFC QoS 
フィルタリングおよび入力 PFC QoS を適用し、入力インターフェイスに設定されたすべての出力 
QoS フィルタリングおよび出力 PFC QoS を不正に適用します。この結果、再マーキングされた 
DSCP に対する出力 ACL サポートがイネーブルになっているインターフェイス上で QoS フィル
タリングが設定された場合に、予期しない動作が発生します。この問題は、他の PFC3 モードで
は発生しません。
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第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の概要
入力 PFC QoS によってパケットが処理され、すべてのポリシングまたはマーキング変更が行われ
ると、このパケットは出力 PFC QoS によって処理される前に、すべての設定済みレイヤ 2 機能

（VACL など）によって入力インターフェイス上で再び処理されます。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートが設定されたインターフェイスで、入力 
QoS によって変更された IP precedence または DSCP 値がレイヤ 2 機能と一致すると、一致するパ
ケットはレイヤ 2 機能によってリダイレクトまたはドロップされます。これにより、このパケッ
トが出力 QoS によって処理されることを防ぎます。

入力 PFC QoS によってパケットが処理され、すべてのポリシングまたはマーキング変更が行われ
ると、このパケットは出力 PFC QoS によって処理される前に、すべての設定済みレイヤ 3 機能
（たとえば入力 Cisco IOS ACL、ポリシー ベース ルーティング [PBR] など）によって入力イン
ターフェイス上で再び処理されます。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートが設定されたインターフェイスにレイヤ 3 
機能を設定している場合は、入力 PFC QoS によって処理されたパケットはこのレイヤ 3 機能に
よってリダイレクトまたはドロップされることがあります。これにより、このパケットが出力 
PFC QoS によって処理されることを防ぎます。

分類とマーキングの概要

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX において分類とマーキングが行われる場所、および
その方法について説明します。

 • 信頼できる入力ポートおよび信頼できない入力ポートでの分類とマーキング（p.36-14）
 • サービス ポリシーおよびポリシー マップによる PFC での分類およびマーキング（p.36-16）
 • RP での分類およびマーキング（p.36-17）

信頼できる入力ポートおよび信頼できない入力ポートでの分類とマーキング

入力ポートの信頼状態によって、そのポートが受信したレイヤ 2 フレームをどのようにマーキン
グ、スケジューリング、および分類するか、また、輻輳回避を実行するかどうかが決まります。
ポートの信頼状態には、次の種類があります。

 • untrusted（デフォルト）

 • trust IP precedence
 • trust DSCP
 • trust CoS

入力 LAN ポートでの分類、マーキング、および輻輳回避ではレイヤ 2 CoS 値が使用可能であり、
レイヤ 3 の IP precedence 値または DSCP 値は設定されません。WS-X6708-10GE ポートおよび 
Supervisor Engine 720-10GE ポートを設定して、受信した DSCP 値を入力 LAN ポートの分類と輻
輳回避に使用することができます（「DSCP ベースのキュー マッピングの設定」[p.36-108] を参
照）。その他のポートに対する入力 LAN ポートの分類、マーキング、および輻輳回避はレイヤ 2 
CoS 値のみを使用します。

ここでは、信頼できる入力ポートおよび信頼できない入力ポートでの、分類およびマーキングに
ついて説明します。

 • 信頼できない入力ポートでの分類とマーキング（p.36-14）
 • 信頼できる入力ポートでの分類とマーキング（p.36-15）

信頼できない入力ポートでの分類とマーキング

PFC QoS のレイヤ 2 再マーキングでは、信頼できないポートから受信したすべてのフレームに、
ポートの CoS 値がマークされます（デフォルト値は 0）。
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PFC QoS の概要  
信頼できない入力トラフィックに適用されたポート CoS 値を初期内部 DSCP 値にマッピングする
には、入力トラフィックと一致する、信頼できる CoS ポリシー マップを設定します。

信頼できる入力ポートでの分類とマーキング

ポートを信頼可能として設定する場合は、そのポートが、有効な QoS ラベルを伝送するトラ
フィックを受信する場合のみにしてください。QoS は受信した QoS ラベルを、初期内部 DSCP 値
の基準値として使用します。スイッチに入力後のトラフィックには、ポリシー マップによって、
別の信頼状態を適用できます。たとえば、信頼できる CoS ポートからスイッチに入力されたトラ
フィックに対し、ポリシー マップを使用して、IP precedence または DSCP を信頼するように設定
できます。これにより、ポートで信頼された QoS ラベルではなく、この信頼値が初期内部 DSCP 
値の基準値として使用されます。

ここでは、信頼できる入力ポートでの分類およびマーキングについて説明します。

 • 信頼できる CoS LAN 入力ポートでの分類とマーキング（p.36-15）
 • 信頼できる IP Precedence 入力ポートでの分類とマーキング（p.36-15）
 • 信頼できる入力 DSCP ポートでの分類とマーキング（p.36-15）

信頼できる CoS LAN 入力ポートでの分類とマーキング

CoS を信頼するように LAN ポートを設定する場合は、そのポートが、有効なレイヤ 2 CoS を伝送
するトラフィックを受信する場合のみにしてください。

信頼できる入力 LAN ポートから ISL フレームがスイッチに入ると、PFC QoS はユーザ フィール
ドの 下位 3 ビットを CoS 値として受け取ります。信頼できる入力 LAN ポートから 802.1Q フ
レームがスイッチに入ると、PFC QoS はユーザ プライオリティ ビットを CoS 値として受け取り
ます。PFC QoS のレイヤ 2 再マーキングでは、タグなしフレームで受信したすべてのトラフィッ
クが、入力ポートの CoS 値でマーキングされます。

CoS を信頼するように設定したポートでは、PFC QoS によって次の処理が行われます。

 • タグ付きの信頼できる CoS トラフィックによって受信した CoS 値は、初期内部 DSCP 値に
マッピングされます。

 • タグなしの信頼できるトラフィックに適用された入力ポート CoS 値は、初期内部 DSCP 値に
マッピングされます。

 • PFC QoS では、CoS ベースの入力キューおよびしきい値をイネーブルにすることで、輻輳回
避を行うことができます。入力キューおよびしきい値の詳細については、「ポートベースの
キュー タイプの概要」（p.36-20）を参照してください。

信頼できる IP Precedence 入力ポートでの分類とマーキング

IP precedence を信頼するようにポートを設定する場合は、そのポートが、有効なレイヤ 3 IP 
precedence を伝送するトラフィックを受信する場合のみにしてください。信頼できる IP 
precedence ポートからのトラフィックに対し、PFC QoS は受信した IP precedence 値を初期内部 
DSCP 値にマッピングします。入力ポートのキューおよびしきい値では、レイヤ 2 CoS が使用さ
れます。したがって PFC QoS は、IP precedence を信頼するように設定されているポートでは、入
力ポートの輻輳回避を行いません。PFC は、IP precedence を信頼するように設定されている入力
ポートでは、トラフィックのマーキングを行いません。

信頼できる入力 DSCP ポートでの分類とマーキング

DSCP を信頼するようにポートを設定する場合は、そのポートが、有効なレイヤ 3 DSCP を伝送
するトラフィックを受信する場合のみにしてください。

WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、および Supervisor Enigine 720-10GE ポートで、
DSCP ベースの入力キューおよびしきい値をイネーブルにすることで、輻輳回避を実行できます
（「DSCP ベースのキュー マッピングの設定」[p.36-108] を参照）。他のポートの入力ポート キュー
およびしきい値は、レイヤ 2 CoS のみを使用します。
36-15
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の概要
信頼できる DSCP ポートからのトラフィックでは、PFC QoS は受信した DSCP 値を初期内部 
DSCP 値として使用します。受信する DSCP を信頼するように設定された入力ポートでは、PFC 
QoS によるトラフィックのマーキングは行われません。

サービス ポリシーおよびポリシー マップによる PFC での分類およびマーキング

PFC QoS は、サービス ポリシーによる分類およびマーキングをサポートします。これは、次のイ
ンターフェイス タイプに 1 つのポリシー マップを付加することで、入力 PFC QoS を適用します。

 • 各入力ポート（FlexWAN インターフェイスを除く）

 • 各 EtherChannel ポートチャネル インターフェイス

 • 各 VLAN インターフェイス

各レイヤ 3 インターフェイス（FlexWAN インターフェイスを除く）に 1 つのポリシー マップを
付加することで、出力 PFC QoS を適用できます。

各ポリシー マップには、複数のポリシー マップ クラスを含めることができます。インターフェ
イスにより処理されたトラフィックのタイプごとに、個別のポリシー マップ クラスを設定でき
ます。ポリシー マップ クラスのフィルタリングを設定するには、次の 2 つの方法があります。

 • Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）

 • IP precedence および DSCP 値に対するクラス マップの match コマンド 
ポリシー マップ クラスでは、次のオプション コマンドを使用してアクションを指定します。

 • ポリシー マップ set コマンド — 信頼できないトラフィックの場合、または ignore port trust を
イネーブルにしている場合は、PFC QoS は 終内部 DSCP 値として、設定済みの IP 
precedence 値または DSCP 値を使用できます。IP precedence および DSCP のビット値について
は、「IP precedence 値と DSCP 値」（p.36-67）を参照してください。

 • ポリシー マップ クラス trust コマンド — PFC QoS は一致する入力トラフィックに対し、ポリ
シー マップ クラスの信頼状態を適用します。この信頼値は、ポートで信頼された QoS ラベ
ル（存在する場合）の代わりに、初期内部 DSCP 値の基準値として使用されます。ポリシー 
マップでは、CoS、IP precedence、または DSCP を信頼するように設定できます。

（注） 信頼できる CoS ポリシー マップでは、信頼できないポートからのトラフィックで受
信した CoS を元に戻すことはできません。信頼できないポートからのトラフィックに
は、常にポートの CoS 値が含まれます。

 • 集約ポリサーおよび マイクロフロー ポリサー — PFC QoS ではポリサーを使用して、適合す
るトラフィックと適合しないトラフィックの両方について、マーキングまたはドロップのい
ずれかを実行できます。
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PFC QoS の概要  
RP での分類およびマーキング

PFC QoS は RP に対し、IP トラフィックを 終内部 DSCP 値とともに送信します。RP から出力
ポートへ送信されるすべてのトラフィックにおいて、CoS は IP precedence と同じ値です。

図 36-7 RP でのマーキング

（注） PFC でレイヤ 3 スイッチングされるトラフィックは RP を通過せず、PFC によって割り当てられ
る CoS 値を維持します。

ポリサー

ここでは、各ポリサーについて説明します。

 • ポリサーの概要（p.36-17）
 • 集約ポリサー（p.36-18）
 • マイクロフロー ポリサー（p.36-18）

ポリサーの概要

ポリシングを使用すると、QoS 設定で定義されたトラフィック転送ルールに適合するように、着
信および発信トラフィックをレート制限できます。システムにおいてトラフィックが転送される
方法を定義した設定済みルールは、契約と呼ばれます。この契約に適合しないトラフィックは、
低い DSCP 値にマーク ダウンされるか、またはドロップされます。

ポリシングでは、プロファイル外パケットはバッファに保存されません。したがって、ポリシン
グが伝搬遅延に影響することはありません。逆に、トラフィック シェーピングではプロファイル
外トラフィックをバッファに保存することで、トラフィック バーストを緩和します（PFC QoS は
シェーピングをサポートしません）。
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第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の概要
PFC3 は入力および出力 PFC QoS をサポートし、これには入力および出力ポリシングが含まれま
す。トラフィック シェーピングは、一部の WAN モジュールでサポートされます。

（注） ポリサーは、ポート単位または VLAN 単位で入力トラフィックに適用されます。出力トラフィッ
クに対するポリシングは、VLAN 単位のみで行われます。

次の処理を行うポリサーを作成できます。

 • トラフィックのマーキング

 • 帯域利用率の制限およびトラフィックのマーキング

集約ポリサー

PFC QoS は、1 つの集約ポリサーで指定される帯域幅限度を、一致するトラフィックのすべての
フローに対して累積方式で適用します。たとえば、VLAN 1 および VLAN 3 上のすべての TFTP ト
ラフィック フローの帯域幅として、1 Mbps を許可するように集約ポリサーを設定すると、VLAN 
1 および VLAN 3 上のすべての TFTP トラフィック フローは、合計 1 Mbps となるように制限され
ます。

 • ポリシー マップ クラスのインターフェイス別集約ポリサーは、police コマンドを使用して定
義します。インターフェイス別集約ポリサーを複数の入力ポートに付加すると、各入力ポー
ト上の一致するトラフィックが個別にポリシングされます。

 • 名前付き集約ポリサーは、mls qos aggregate-policer コマンドを使用して作成します。名前付
き集約ポリサーを複数の入力ポートに付加すると、そのポリサーが付加された全入力ポート
からの一致するトラフィックがポリシングされます。

 • 集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC（DFC を装
備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立して動作します。集約ポリシン
グでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情報は合算されま
せん。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、PFC、お
よび PFC がサポートする DFC を装備していないスイッチング モジュールについて、表示で
きます。

 • 個々の PFC または DFC ポリシングは独立して実行されます。これにより、PFC およびすべ
ての DFC 間で分散されているトラフィックに適用される QoS 機能が影響を受けることがあ
ります。このような QoS 機能には、次のようなものがあります。

 – ポート チャネル インターフェイスに適用されたポリサー

 – スイッチ仮想インターフェイスに適用されたポリサー

 – レイヤ 3 インターフェイスまたは SVI のいずれかに適用された出力ポリサー。PFC QoS 
は、PFC または入力 DFC 上の入力インターフェイスにおいて、出力ポリシングの決定を
行います。

この制限の影響を受けるポリサーは、集約レートを提供します。これは、独立したすべての
ポリシング レートの合計です。

マイクロフロー ポリサー

PFC QoS は、マイクロフロー ポリサーで指定される帯域幅限度を、一致するトラフィックの各フ
ローに対して個別に適用します。たとえば、VLAN 1 および VLAN 3 で TFTP トラフィックを 1 
Mbps に制限するようにマイクロフロー ポリサーを設定すると、VLAN 1 の各フローに 1 Mbps が、
36-18
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS の概要  
VLAN 3 の各フローに 1 Mbps がそれぞれ許可されます。VLAN 1 に 3 つのフローが含まれ、
VLAN 3 に 4 つのフローが含まれる場合は、マイクロフロー ポリサーはこの各フローにそれぞれ 
1 Mbps を許可します。

マイクロフロー ポリサーの帯域幅限度を適用するように、PFC QoS を次のように設定できます。

 • マイクロフロー ポリサーは、 大 63 通りのレートとバースト パラメータの組み合わせを使
用して作成できます。

 • ポリシー マップ クラスのマイクロフロー ポリサーは、police flow コマンドを使用して作成し
ます。

 • 送信元アドレスだけを使用するようにマイクロフロー ポリサーを設定できます。これにより
宛先アドレスに関係なく、特定の送信元アドレスからのすべてのトラフィックにマイクロフ
ロー ポリサーを適用します。

 • 宛先アドレスだけを使用するようにマイクロフロー ポリサーを設定できます。これにより送
信元アドレスに関係なく、特定の宛先アドレスへのすべてのトラフィックにマイクロフロー 
ポリサーを適用します。

 • MAC レイヤ マイクロフロー ポリシングの場合、PFC QoS はプロトコルおよび送信元と宛先
の MAC レイヤ アドレスが同じである MAC レイヤ トラフィックについては、Ethertype が
違っていても、同じフローの一部であるとみなします。IPX トラフィックをフィルタリング
するように MAC ACL を設定できます。

 • デフォルトでは、マイクロフロー ポリサーは RP がルーティングするトラフィックだけに影
響します。それ以外のトラフィック（ブリッジ グループのトラフィックも含む）のマイクロ
フロー ポリシングをイネーブルにするには、mls qos bridged コマンドを使用します。

 • ARP トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 • IPv6 マルチキャスト トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

各ポリシー マップ クラスに集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーの両方を含めると、単
独の帯域利用率と、他のフローと合算された帯域利用率に基づいて、フローのポリシングを行う
ことができます。

（注） トラフィックに集約ポリシングとマイクロフロー ポリシングを実行する場合、集約ポリサーおよ
びマイクロフロー ポリサーを同じポリシー マップ クラスに組み込み、各ポリサーで同じ 
conform-action および exceed-action キーワード オプションを使用する必要があります（drop、
set-dscp-transmit、set-prec-transmit、または transmit）。

たとえば、グループの個々のメンバーに適した帯域幅限度を設定してマイクロフロー ポリサーを
作成し、さらに、グループ全体として適切な帯域幅限度を設定して名前付き集約ポリサーを作成
できます。グループのトラフィックと一致するポリシー マップ クラスに、この両方のポリサー
を含めます。この組み合わせは、個々のフローには別々に作用し、グループには集約的に作用し
ます。

ポリシー マップ クラスに集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーの両方が含まれている場
合、PFC QoS はどちらかのポリサーに基づいてプロファイル外ステータスに対応し、そのポリ
サーの指定に従って、新しい DSCP 値を適用するか、またはパケットをドロップします。両方の
ポリサーからプロファイル外ステータスが戻された場合には、どちらかのポリサーでパケットの
ドロップが指定されていれば、パケットはドロップされます。指定されていない場合は、マーク
ダウンされた DSCP 値が適用されます。

（注） 矛盾した結果が生じないように、同一の集約ポリサーでポリシングするすべてのトラフィック
で、信頼状態が同じであることを確認してください。
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PFC QoS の概要
ポリシングでは、レイヤ 2 フレーム サイズを使用します。帯域利用率限度は、Committed 
Information Rate（CIR; 認定情報レート）で指定します。より高い PIR（Peak Information Rate; 大
情報レート）も指定できます。レートを超過するパケットは、「プロファイル外」とみなされま
す。

ポリサーごとに、プロファイル外パケットをドロップするか、または新しい DSCP 値を適用する
かを指定します（新しい DSCP 値を適用することを「マークダウン」といいます）。プロファイ
ル外パケットは、元のプライオリティを維持しないので、プロファイル内パケットが消費した帯
域幅の一部としてはカウントされません。

PIR を設定する場合、PIR のプロファイル外アクションは、CIR のプロファイル外アクションよ
りも厳しいものになります。たとえば、CIR のプロファイル外アクションがトラフィックをマー
クダウンするというアクションである場合、PIR のプロファイル外アクションは、トラフィック
を送信するというアクションにすることはできません。

PFC QoS はあらゆるポリサーで、設定変更可能なグローバル テーブルを使用して、内部 DSCP 値
をマークダウンされた DSCP 値にマッピングします。マークダウンが発生すると、PFC QoS はこ
のテーブルからマークダウンされた DSCP 値を取得します。ユーザが個々のポリサーでマークダ
ウン後の DSCP 値を指定することはできません。

（注） • conform-action transmit キーワードによるポリシングは、一致するトラフィックの入力 LAN 
ポート信頼状態（trust DSCP、または trust ポリシー マップ クラス コマンドで定義された信
頼状態）よりも優先されます。

 • デフォルトでは、マークダウン テーブルは、マークダウンが起こらないように設定されてい
ます。つまり、マークダウンされた DSCP 値は、元の DSCP 値と同じです。マークダウンを
イネーブルにするには、ネットワークに合わせてテーブルを適切に設定します。

 • 入力および出力ポリシング両方を同じトラフィックに適用した場合、入力および出力ポリ
シーの両方がトラフィックのマークダウンまたはトラフィックのドロップのいずれかを実行
する必要があります。PFC QoS では、出力ドロップを使用した入力マークダウン、または出
力マークダウンを使用した入力ドロップをサポートしません。

ポートベースのキュー タイプの概要

ポートベースのキュー タイプは、ポートを制御する ASIC によって決定されます。ここでは、
LAN スイッチング モジュールによってサポートされるキュー タイプ、ドロップしきい値、およ
びバッファについて説明します。

 • 入力および出力バッファとレイヤ 2 CoS ベース キュー（p.36-20）
 • 入力キューのタイプ（p.36-22）
 • 出力キューのタイプ（p.36-23）
 • モジュールとキュー タイプのマッピング（p.36-24）

入力および出力バッファとレイヤ 2 CoS ベース キュー

イーサネット ポートの ASIC は、固定数のキューに分割されるバッファを備えています。輻輳回
避をイネーブルにすると、PFC QoS はトラフィックのレイヤ 2 CoS 値を使用して、トラフィック
を各キューに割り当てます。バッファとキューは、スイッチを通過するフレームを一時的に保管
します。PFC QoS はポートの ASIC メモリを、各ポートの各キューに対するバッファとして割り
当てます。

イーサネット ポートは、次のキュー タイプをサポートします。

 • 標準キュー

 • 完全優先キュー
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PFC QoS の概要  
イーサネット ポートは、キュー間で次のスケジューリング アルゴリズムをサポートします。

 • Shaped Round Robin（SRR; シェイプド ラウンド ロビン） — SRR を使用すると、1 つのキュー
は、割り当てられた帯域幅のみの使用が許可されます。

 • DWRR — より高いプライオリティのキュー内のトラフィックによってプライオリティを低く
設定されている、転送中のすべてのキューを追跡し、次回のラウンドでこの差分を補いま
す。

 • Weighted Round-Robin（WRR） — WRR は、各キューに対して帯域幅を明示的に予約しませ
ん。各キューに割り当てられる帯域幅の量は、ユーザが設定できます。キューに割り当てら
れる割合（重み）は、このキューに割り当てられる帯域幅の量を定義します。

 • 完全優先キューイング — 遅延に影響されやすいデータ（音声など）を、他のキュー内のパ
ケットがキューから取り出される前にキューから取り出します。これにより、遅延に影響さ
れやすいデータが、他のトラフィックより優先的に処理されます。スイッチは、完全優先
キュー内のトラフィックを処理してから、標準キューを処理します。スイッチは、標準
キュー内のパケットを送信したあとで、完全優先キュー内のトラフィックを調べます。ス
イッチは完全優先キュー内でトラフィックを検出すると、標準キューの処理を一時停止し、
先に完全優先キュー内のすべてのトラフィックを処理してから、標準キューに戻ります。

イーサネット ポートの LAN モジュールは、輻輳回避を実行する際、キュー内で次のタイプのし
きい値を使用します。

 • Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付きランダム早期検出） — WRED ドロップしき
い値を設定したポートでは、バッファの輻輳を回避する目的のランダムな確率に基づき、特
定の QoS ラベルを持つフレームがキューへの入力を許可されます。特定の QoS ラベルを持つ
フレームがキューへの入力を許可、または廃棄される確率は、この QoS ラベルに割り当てら
れた重みとしきい値に依存します。

たとえば、しきい値が 2 のキュー 1 に CoS 2 が割り当てられ、しきい値 2 のレベルが 40%
（ロー）および 80%（ハイ）であるとします。この場合、CoS 2 を持つフレームは、キュー 1 
が 40% 以上占有されるまではドロップされません。キュー項目数が 80% に近づくにつれ、
CoS 2 を持つフレームは、キューへの入力が許可される確率よりも、廃棄される確率のほう
が高くなります。キューの占有率が 80% を超えると、キューの占有率が 80% 未満となるま
で、CoS 2 フレームはすべてドロップされます。キュー レベルが下限しきい値と上限しきい
値の中間にある場合に、スイッチによって廃棄されるフレームは、フロー単位や FIFO 形式
ではなく、ランダムに選択されます。この方法は、バックオフや転送ウィンドウ サイズの調
整によって、定期的なパケット ドロップに適応することが可能な、TCP などのプロトコルに
適します。

 • テールドロップしきい値 — テールドロップしきい値を設定したポートでは、特定の QoS ラ
ベルを持つフレームは、この QoS ラベルに関連付けられたドロップしきい値を超過するま
で、キューへの入力を許可されます。同じ QoS ラベルを持つ以降のフレームは、しきい値の
超過状態が解消するまで廃棄されます。たとえば、しきい値が 2 のキュー 1 に CoS 1 が割り
当てられ、しきい値 2 の水準が 60% であるとします。この場合、CoS 1 を持つフレームは、
キュー 1 が 60% 占有されるまではドロップされません。以降のすべての CoS 1 フレームは、
キューの占有率が 60% 未満になるまでドロップされます。一部のポート タイプでは、テール
ドロップしきい値および WRED ドロップしきい値の両方を使用するように標準受信キューを
設定するには、CoS 値をキューにマッピングするか、またはキューおよびしきい値にマッピ
ングします。スイッチでは、キューにのみマッピングされている CoS 値を伝送するトラ
フィックには、テールドロップしきい値が使用されます。スイッチは、キューおよびしきい
値にマッピングされている CoS 値を伝送するトラフィックに WRED ドロップしきい値を使
用します。同じタイプの LAN ポートは、すべて同じドロップしきい値の設定を使用します。

（注） WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、および Supervisor Enigine 720-10GE ポートで、
DSCP ベースのキューおよびしきい値をイネーブルにできます（「DSCP ベースのキュー マッピン
グの設定」[p.36-108] を参照）。
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PFC QoS の概要
複数のキューを組み合わせ、各キューにスケジューリング アルゴリズムを関連付けることで、ス
イッチでの輻輳回避を実行できます。

図 36-8 に、1q4t 入力 LAN ポートのドロップしきい値を示します。他の設定でも、ドロップしき
い値は同様に機能します。

図 36-8 受信キューのドロップしきい値

入力キューのタイプ

LAN ポートのキュー構造を表示するには、show queueing interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port | include type コマンドを使用します。このコマンドを
実行すると、次のいずれかのアーキテクチャが表示されます。

 • 1q2t は、1 つの設定変更可能なテールドロップしきい値および 1 つの設定変更できないテー
ルドロップしきい値がある、1 つの標準キューを意味します。

 • 1q4t は、4 つの設定変更可能なテールドロップしきい値がある 1 つの標準キューを意味しま
す。

 • 1q8t は、8 つの設定変更可能なテールドロップしきい値がある 1 つの標準キューを意味しま
す。

 • 2q8t は、それぞれ 8 つの設定変更可能なテールドロップしきい値がある 2 つの標準キューを
意味します。

 • 8q4t は、それぞれ WRED ドロップまたはテールドロップとして設定変更可能な 4 つのしきい
値がある、8 つの標準キューを意味します。

 • 8q8t は、それぞれ WRED ドロップまたはテールドロップとして設定変更可能な 8 つのしきい
値がある 8 つの標準キューを意味します。
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PFC QoS の概要  
 • 1p1q4t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – 4 つの設定変更可能なテールドロップしきい値がある 1 つの標準キュー

 • 1p1q0t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – 設定変更可能なしきい値がない 1 つの標準キュー（実質的には 100% のテールドロップし
きい値） 

 • 1p1q8t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – 次のしきい値を持つ 1 つの標準キュー：

 — それぞれ WRED ドロップまたはテールドロップとして設定変更可能な 8 つのしきい値

 — 設定変更できない（100%）1 つの テールドロップしきい値

出力キューのタイプ

出力 LAN ポートのキュー構造を表示するには、show queueing interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port | include type コマンドを使用します。

このコマンドを実行すると、次のいずれかのアーキテクチャが表示されます。

 • 2q2t は、それぞれ 2 つの設定変更可能なテールドロップしきい値がある 2 つの標準キューを
意味します。

 • 1p2q2t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – それぞれ 2 つの設定変更可能な WRED ドロップしきい値がある 2 つの標準キュー

 • 1p3q1t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – 次のしきい値を持つ 3 つの標準キュー：

 — WRED ドロップまたはテールドロップとして設定変更可能な 1 つのしきい値

 — 設定変更できない（100%）1 つの テールドロップしきい値

 • 1p2q1t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – 次のしきい値を持つ 2 つの標準キュー：

 — 1 つの WRED ドロップしきい値

 — 設定変更できない（100%）1 つの テールドロップしきい値

 • 1p3q8t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – WRED ドロップまたはテールドロップのいずれかとして設定変更可能なしきい値がそれ
ぞれ 8 つある、3 つの標準キュー

 • 1p7q2t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – WRED ドロップまたはテールドロップのいずれかとして設定変更可能なしきい値がそれ
ぞれ 2 つある、7 つの標準キュー

 • 1p7q4t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー
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 – WRED ドロップまたはテールドロップのいずれかとして設定変更可能なしきい値がそれ
ぞれ 4 つある、7 つの標準キュー

 • 1p7q8t は次を意味します。

 – 1 つの完全優先キュー

 – WRED ドロップまたはテールドロップのいずれかとして設定変更可能なしきい値がそれ
ぞれ 8 つある、7 つの標準キュー

モジュールとキュー タイプのマッピング

次の表は、モジュールとキュー構造のマッピングを示します。

 • 表 36-2 — スーパーバイザ エンジン モジュールの QoS キュー構造

 • 表 36-3 — イーサネットおよびファスト イーサネット モジュールのキュー構造

 • 表 36-4 — ギガビットおよび 10/100/1000 イーサネット モジュール

 • 表 36-5 — 10 ギガビット イーサネット モジュール

（注） Supervisor Engine 720-10GE ギガビット イーサネット ポートをディセーブルにするには、
shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを Supervisor Engine 720-10GE ギガ
ビット イーサネット ポートに対して入力します。次に、mls qos 10g-only グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを入力し、Supervisor Engine 720-10GE 上のギガビット イーサネット 
ポートをディセーブルにします。

表 36-2 スーパーバイザ エンジン モジュールの QoS キュー構造 

スーパーバイザ エンジン

入力 
キューお
よび 
ドロップ 
しきい値

入力 
キュー  
スケ
ジューラ

出力 
キューお
よび 
ドロップ 
しきい値

出力 
キュー  
スケ
ジューラ

合計 
バッ
ファ  
サイズ

入力 
バッ
ファ  
サイズ 

出力 
バッ
ファ  
サイズ

VS-S720-10G-3CXL 
VS-S720-10G-3C

ギガビット イーサネット ポートがイ
ネーブルな場合：

2q4t WRR 1p3q4t DWRR ま
たは SRR

128 MB 112 MB

ギガビット イーサネット ポートが
ディセーブルな場合：

8q4t 1p7q4t

WS-SUP720 1p1q4t — 1p2q2t WRR 512 KB 73 KB 439 KB

WS-SUP720-3B

WS-SUP720-3BXL

WS-SUP32-10GE 2q8t WRR 1p3q8t DWRR ま
たは SRR10 ギガビット イーサネット ポート： 193 MB 105 MB 88 MB

ギガビット イーサネット ポート： 17.7 MB 9.6 MB 8.1 MB

WS-SUP32-GE 17.7 MB 9.6 MB 8.1 MB
36-24
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS の概要  
表 36-3 イーサネットおよびファスト イーサネット モジュールのキュー構造 

モジュール

入力
キューお
よびド
ロップし
きい値

入力
キュー ス
ケジュー
ラ

出力
キューお
よびド
ロップし
きい値

出力
キュー ス
ケジュー
ラ

合計バッ
ファ サイ
ズ

入力バッ
ファ サイ
ズ

出力バッ
ファ サイ
ズ

WS-X6524-100FX-MM 1p1q0t — 1p3q1t DWRR 1,116 KB 28 KB 1,088 KB

WS-X6548-RJ-21

WS-X6548-RJ-45

WS-X6324-100FX-MM 1q4t — 2q2t WRR 128 KB 16 KB 112 KB

WS-X6324-100FX-SM

WS-X6348-RJ-45

WS-X6348-RJ-45V

WS-X6348-RJ-21V

WS-X6224-100FX-MＴ 64 KB 8 KB 56 KB

WS-X6248-RJ-45

WS-X6248-TEL

WS-X6248A-TEL 128 KB 16 KB 112 KB

WS-X6148-RJ-45

WS-X6148-RJ-45V

WS-X6148-45AF

WS-X6148-RJ-21

WS-X6148-RJ-21V

WS-X6148-21AF

WS-X6148A-RJ45 1p1q4t — 1p3q8t DWRR 5.3 MB 60KB 5.3 MB

WS-X6148A-45AF

WS-X6148X2-RJ-45 1p1q0t — 1p3q1t DWRR 1,116 KB 28 KB 1,088 KB

WS-X6148X2-45AF

WS-X6196-RJ-21

WS-X6196-21AF

WS-X6024-10FL-MＴ 1q4t — 2q2t WRR 64 KB 8 KB 56 KB
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PFC QoS の概要
表 36-4 ギガビットおよび 10/100/1000 イーサネット モジュール  

モジュール

入力
キューお
よびド
ロップし
きい値

入力
キュー ス
ケジュー
ラ

出力
キューお
よびド
ロップし
きい値

出力
キュー ス
ケジュー
ラ

合計バッ
ファ サイ
ズ

入力バッ
ファ サイ
ズ

出力バッ
ファ サイ
ズ

WS-X6816-GBIC 1p1q4t — 1p2q2t WRR 512 KB 73 KB 439 KB

WS-X6748-GE-TX および 
DFC3

2q8t WRR 1p3q8t DWRR 1.3 MB 166 KB 1.2 MB

WS-X6748-GE-TX および 
CFC

1q8t —

WS-X6748-SFP および DFC3 2q8t WRR

WS-X6748-SFP および CFC 1q8t —

WS-X6724-SFP および DFC3 2q8t WRR

WS-X6724-SFP および CFC 1q8t —

WS-X6548-GE-TX 1q2t — 1p2q2t WRR 1.4 MB 185 KB 1.2 MB

WS-X6548V-GE-TX

WS-X6548-GE-45AF

WS-X6516-GBIC 1p1q4t — 1p2q2t WRR 512 KB 73 KB 439 KB

WS-X6516A-GBIC 1 MB 135 KB 946 KB

WS-X6516-GE-TX 512 KB 73 KB 439 KB

WS-X6408-GBIC 1q4t — 2q2t WRR 80 KB 432 KB

WS-X6408A-GBIC 1p1q4t — 1p2q2t WRR 73 KB 439 KB

WS-X6416-GBIC

WS-X6416-GE-MT

WS-X6316-GE-TX

WS-X6148-GE-TX 1q2t — 1.4 MB 185 KB 1.2 MB

WS-X6148V-GE-TX

WS-X6148-GE-45AF

WS-X6148A-GE-TX 1p3q8t DWRR 5.5 MB 120 KB 5.4 MB

WS-X6148A-GE-45AF

表 36-5 10 ギガビット イーサネット モジュール 

モジュール

入力
キューお
よびド
ロップし
きい値

入力
キュー ス
ケジュー
ラ

出力
キューお
よびド
ロップし
きい値

出力
キュー ス
ケジュー
ラ

合計バッ
ファ サイ
ズ

入力バッ
ファ サイ
ズ

出力バッ
ファ サイ
ズ

WS-X6716-10GE 
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PFC QoS のデフォルト設定
ここでは、PFC QoS デフォルトの設定手順について説明します。

 • PFC QoS のグローバルな設定（p.36-27）
 • PFC QoS がイネーブルの場合のデフォルト値（p.36-28）
 • PFC QoS がディセーブルの場合のデフォルト値（p.36-61）

PFC QoS のグローバルな設定

次のグローバル PFC QoS 設定が適用されます。

パフォーマンス モー
ド：

8q4t DWRR 1p7q4t DWRR 
SRR

198 MB 108 MB/
ポート

90 MB/
ポート

オーバーサブスクリプ
ション モード：

1p7q2t 91 MB 90 MB/
ポート

1 MB/ ポー
ト グルー
プ

WS-X6708-10GE 8q4t DWRR 1p7q4t DWRR 
SRR

198 MB 108 MB 90 MB

WS-X6704-10GE および 
DFC3

8q8t WRR 1p7q8t DWRR 16 MB 2 MB 14 MB

WS-X6704-10GE および CFC 1q8t —

WS-X6502-10GE 1p1q8t — 1p2q1t DWRR 64.2 MB 256 KB 64 MB

WS-X6501-10GEX4

表 36-5 10 ギガビット イーサネット モジュール（続き）

モジュール

入力
キューお
よびド
ロップし
きい値

入力
キュー ス
ケジュー
ラ

出力
キューお
よびド
ロップし
きい値

出力
キュー ス
ケジュー
ラ

合計バッ
ファ サイ
ズ

入力バッ
ファ サイ
ズ

出力バッ
ファ サイ
ズ

機能 デフォルト値

PFC QoS のグローバル イネーブル ステート ディセーブル

PFC QoS のポート イネーブル ステート PFC QoS がグローバルにイネーブルの場合、
イネーブル

ポートの CoS 値 0

マイクロフロー ポリシング イネーブル

VLAN 内マイクロフロー ポリシング ディセーブル

ポート ベースまたは VLAN ベースの PFC QoS ポートベース
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PFC QoS のデフォルト設定
PFC QoS がイネーブルの場合のデフォルト値

ここでは、PFC QoS がイネーブルである場合に適用されるデフォルト値を示します。

 • 受信キューの制限（p.36-29）
 • 送信キューの制限（p.36-29）
 • 帯域幅割り当て比率（p.36-30）
 • デフォルトのドロップしきい値の割合および CoS 値マッピング（p.36-30）

（注） 入力 LAN ポート信頼状態は、QoS がイネーブルで untrusted にデフォルト設定されています。

受信した CoS と初期内部 DSCP とのマッピング 
（受信した CoS 値に基づき設定された初期内部 

DSCP）

CoS 0 = DSCP  0 
CoS 1 = DSCP  8 
CoS 2 = DSCP 16 
CoS 3 = DSCP 24 
CoS 4 = DSCP 32 
CoS 5 = DSCP 40 
CoS 6 = DSCP 48 
CoS 7 = DSCP 56

受信した IP precedence と初期内部 DSCP とのマッ
ピング 

（受信した IP precedence 値に基づき設定された初
期内部 DSCP）

IP precedence 0 = DSCP  0 
IP precedence 1 = DSCP  8 
IP precedence 2 = DSCP 16 
IP precedence 3 = DSCP 24 
IP precedence 4 = DSCP 32 
IP precedence 5 = DSCP 40 
IP precedence 6 = DSCP 48 
IP precedence 7 = DSCP 56

終内部 DSCP と出力 CoS とのマッピング 
（ 終内部 DSCP 値に基づき設定された出力 CoS）

DSCP  0 ～ 7  = CoS 0 
DSCP  8 ～ 15 = CoS 1 
DSCP 16 ～ 23 = CoS 2 
DSCP 24 ～ 31 = CoS 3 
DSCP 32 ～ 39 = CoS 4 
DSCP 40 ～ 47 = CoS 5 
DSCP 48 ～ 55 = CoS 6 
DSCP 56 ～ 63 = CoS 7

DSCP マップからの DSCP のマークダウン マークダウンされた DSCP 値は元の DSCP 
値と等しい（マークダウンなし）

ポリサー なし

ポリシー マップ なし

プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリング ディセーブル

VLAN ベースの MAC ACL QoS フィルタリング ディセーブル

機能 デフォルト値
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受信キューの制限

送信キューの制限

機能 デフォルト値

2q8t ロー プライオリティ： 80%

ハイ プライオリティ： 20%
8q4t ロー プライオリティ： 80%

中間キュー： 0%

ハイ プライオリティ： 20%
8q8t 小プライオリティ： 80%

中間キュー： 0%

大プライオリティ： 20%

機能 デフォルト値

2q2t ロー プライオリティ： 80%

ハイ プライオリティ： 20%
1p2q2t ロー プライオリティ： 70%

ハイ プライオリティ： 15%

完全優先：15%
1p2q1t ロー プライオリティ： 70%

ハイ プライオリティ： 15%

完全優先：15%
1p3q8t ロー プライオリティ： 50%

ミディアム プライオリティ： 20%

ハイ プライオリティ： 15%

完全優先：15%
1p7q2t 標準キュー 1（ 小プライオリティ）： 50%

標準キュー 2： 20%

標準キュー 3： 15%

標準キュー 4 ～ 7： 0%

完全優先：15%
1p7q4t 標準キュー 1（ 小プライオリティ）： 50%

標準キュー 2： 20%

標準キュー 3： 15%

標準キュー 4 ～ 7： 0%

完全優先：15%
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帯域幅割り当て比率

デフォルトのドロップしきい値の割合および CoS 値マッピング

次のテーブルでは、キュー タイプ別のデフォルトのドロップしきい値および CoS 値マッピング
を示します。

 • 1q2t 受信キュー（p.36-31）
 • 1q4t 受信キュー（p.36-32）
 • 1p1q4t 受信キュー（p.36-33）
 • 1p1q0t 受信キュー（p.36-33）
 • 1p1q8t 受信キュー（p.36-34）
 • 1q8t 受信キュー（p.36-38）
 • 2q8t 受信キュー（p.36-39）
 • 8q4t 受信キュー（p.36-40）
 • 8q8t 受信キュー（p.36-48）
 • 2q2t 送信キュー（p.36-49）
 • 1p2q2t 送信キュー（p.36-49）
 • 1p3q8t 送信キュー（p.36-50）
 • 1p7q4t 送信キュー（p.36-52）
 • 1p7q8t 送信キュー（p.36-59）

1p7q8t 標準キュー 1（ 小プライオリティ）： 50%

標準キュー 2： 20%

標準キュー 3： 15%

標準キュー 4 ～ 7： 0%

完全優先：15%

機能 デフォルト値

2q8t 90:10

8q4t 90:0:0:0:0:0:0:10

8q8t 90:0:0:0:0:0:0:10

1p3q8t 22:33:45

1p7q2t 5:255

1p7q4t 100:150:200:0:0:0:0:0

1p7q8t 22:33:45:0:0:0:0

1p2q1t 100:255

2q2t、1p2q2t、および 1p2q1t 5:255

1p3q1t 100:150:255

機能 デフォルト値
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 • 1p3q1t 送信キュー（p.36-60）
 • 1p2q1t 送信キュー（p.36-60）

（注） ここに示す受信キューの値は、CoS または DSCP を信頼するようにポートを設定した場合に有効
です。信頼できないポートの場合は、受信キューの値は、QoS をグローバルにディセーブルにし
た場合と同じ値となります。

1q2t 受信キュー

機能 デフォルト値

標準受信キュー しきい値 1 CoS 0、1、2、3、4

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 5、6、7

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

WRED ド
ロップ

サポートされません。
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PFC QoS のデフォルト設定
1q4t 受信キュー

機能 デフォルト値

標準受信キュー しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

50%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

60%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 3 CoS 4 および 5

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 4 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。
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PFC QoS のデフォルト設定  
1p1q4t 受信キュー

1p1q0t 受信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

50%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

60%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 3 CoS 4

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 4 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

完全優先受信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 デフォルト値

標準受信キュー CoS 0、1、2、3、4、6、7

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

WRED ド
ロップ

サポートされません。

完全優先受信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）
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PFC QoS のデフォルト設定
1p1q8t 受信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー しきい値 1 CoS 0 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：70%

しきい値 2 CoS 1

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：70%

しきい値 3 CoS 2

テールド
ロップ

ディセーブル、80%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：80%

しきい値 4 CoS 3

テールド
ロップ

ディセーブル、80%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：80%

しきい値 5 CoS 4

テールド
ロップ

ディセーブル、90%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：60%、ハイ：90%

しきい値 6 CoS 6

テールド
ロップ

ディセーブル、90%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：60%、ハイ：90%

しきい値 7 CoS 7

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：100%

完全優先受信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）
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PFC QoS のデフォルト設定  
1p7q2t 受信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 

DSCP 0 ～ 9、11、13、15 ～ 17、19、
21、23、25、27、29、31、33、
39、41 ～ 45、47

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 1 

DSCP なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準受信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 2 

DSCP 14 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 3 および 4
DSCP 10 および 12

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準受信キュー 3 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 6 および 7
DSCP 22 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 18 および 20

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 4 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 24 および 30

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 26 および 28

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

標準受信キュー 5 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 32、34 ～ 38

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

標準受信キュー 6 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 48 ～ 63

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 7 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

完全優先送信キュー CoS 5

DSCP 40 および 46

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
1q8t 受信キュー

機能 デフォルト値

標準受信キュー しきい値 1 CoS 0 

テールド
ロップ

50%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS なし

テールド
ロップ

50%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 3 CoS 1、2、3、4 

テールド
ロップ

60%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 4 CoS なし

テールド
ロップ

60%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 5 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 6 CoS なし

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 7 CoS 5

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 8 CoS なし

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。
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PFC QoS のデフォルト設定  
2q8t 受信キュー

機能 デフォルト値

標準受信キュー 1 
（ロー プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

70%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 3 CoS 4 

テールド
ロップ

90%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 4 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 5 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

標準受信キュー 2 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 5

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。
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PFC QoS のデフォルト設定
8q4t 受信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1
DSCP 0 ～ 9、11、13、15 ～ 17、19、

21、23、25、27、29、31、33、
39、41 ～ 45、47

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 2 および 3
DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、80%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
80%

しきい値 3 CoS 4 

DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、90%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
90%

しきい値 4 CoS 6 および 7
DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
100%
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 14 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 12 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 10 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 3 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 22 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 20 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 18 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 4 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 24 および 30

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 28 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 26 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 5 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 32、34 ～ 38

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 6 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 48 ～ 63

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 7 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 8 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 5 

DSCP 40 および 46

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
8q8t 受信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

ディセーブル、80%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
80%

しきい値 3 CoS 4 

テールド
ロップ

ディセーブル、90%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
90%

しきい値 4 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
100%

しきい値 5 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
100%

標準受信キュー 2 ～ 7 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

標準受信キュー 8 
（ 大プライオリティ）

しきい値 1 CoS 5

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%
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PFC QoS のデフォルト設定  
2q2t 送信キュー

1p2q2t 送信キュー

機能 デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ロー プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

標準送信キュー 2 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 4 および 5

テールド
ロップ

80%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

しきい値 2 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

100%

WRED ド
ロップ

サポートされません。

機能 デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ロー プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

ロー：40%、ハイ：70%

しきい値 2 CoS 2 および 3

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

ロー：70%、ハイ：100%
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PFC QoS のデフォルト設定
1p3q8t 送信キュー

標準送信キュー 2 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 4 および 6

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

ロー：40%、ハイ：70%

しきい値 2 CoS 7 

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

ロー：70%、ハイ：100%

完全優先送信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能  デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 1 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 4 CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 5 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：50%、ハイ：
100%

機能 デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準送信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 2 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 3 および 4

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準送信キュー 3 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 2 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

完全優先送信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
1p7q4t 送信キュー

機能  デフォルト値

標準受信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1
DSCP 0 ～ 9、11、13、15 ～ 17、19、

21、23、25、27、29、31、33、
39、41 ～ 45、47

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 2 および 3
DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 CoS 4 

DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 4 CoS 6 および 7
DSCP

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 14 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 12 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 10 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 3 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 22 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 20 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 18 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 4 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 24 および 30

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP 28 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP 26 

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 5 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 32、34 ～ 38

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
標準受信キュー 6 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP 48 ～ 63

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定
標準受信キュー 7 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 2 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 3 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

しきい値 4 CoS なし

DSCP なし

テールド
ロップ

イネーブル、100%

WRED ド
ロップ

ディセーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

完全優先送信キュー CoS 5

DSCP 40 および 46

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS のデフォルト設定  
1p7q8t 送信キュー

機能  デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 1 

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準送信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 2 

テールド
ロップ

ディセーブル、70%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：40%、ハイ：
70%

しきい値 2 CoS 3 および 4

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 3 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準送信キュー 3 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

しきい値 2 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%
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PFC QoS のデフォルト設定
1p3q1t 送信キュー

1p2q1t 送信キュー

標準送信キュー 4 ～ 7 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 ～ 
8

CoS なし

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：100%、ハ
イ：100%

完全優先送信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0 および 1

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準送信キュー 2 
（ミディアム プライオリティ）

しきい値 1 CoS 2、3、4

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

標準送信キュー 3 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 6 および 7

テールド
ロップ

ディセーブル、100%

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

完全優先送信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能  デフォルト値

標準送信キュー 1 
（ 小プライオリティ）

しきい値 1 CoS 0、1、2、3

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項  
PFC QoS がディセーブルの場合のデフォルト値

PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項
PFC QoS を設定する際に、次の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 全般的な注意事項（p.36-61）
 • PFC3 に関する注意事項（p.36-63）
 • クラス マップ コマンドの制約事項（p.36-64）
 • ポリシー マップ コマンドの制約事項（p.36-64）
 • ポリシー マップ クラス コマンドの制約事項（p.36-65）
 • CIR および PIR レート値に対してサポートされる粒度（p.36-65）
 • CIR および PIR トークン バケット サイズに対してサポートされる粒度（p.36-66）
 • IP precedence 値と DSCP 値（p.36-67）

全般的な注意事項

 • match ip precedence および match ip dscp コマンドは、IPv4 トラフィックのみをフィルタリン
グします。

 • match precedence および match dscp コマンドは、IPv4 および IPv6 トラフィックをフィルタリ
ングします。

 • set ip dscp および set ip precedence コマンドは、set dscp および set precedence コマンドとして
コンフィギュレーション ファイルに保存されます。

標準送信キュー 3 
（ハイ プライオリティ）

しきい値 1 CoS 4、6、7

テールド
ロップ

サポートされません。

WRED ド
ロップ

イネーブル、ロー：70%、ハイ：
100%

完全優先送信キュー CoS 5

テールド
ロップ

100%（設定はできません）

機能 デフォルト値

入力 LAN ポートの信頼状態 trust DSCP

受信キュー ドロップしきい値の割合 すべてのしきい値を 100% に設定

送信キュー ドロップしきい値の割合 すべてのしきい値を 100% に設定

送信キュー帯域幅割り当て比率 255:1

送信キュー容量の比率 ロー プライオリティ：100%（他のキューが使
用されない場合）

CoS 値およびドロップしきい値のマッピング すべての QoS ラベルをロー プライオリティ 
キューにマッピング

機能 （続き） デフォルト値
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PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項
 • PFC QoS では、IPv4 および IPv6 トラフィック用の set dscp および set precedence ポリシー 
マップ クラス コマンドがサポートされます。

 • QoS、NetFlow、および NetFlow データ エクスポート（NDE）のフローマスク要件は、特にマ
イクロフロー ポリシングを設定する場合に競合する可能性があります。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポート、および VACL キャプチャの両方を 1 
つのインターフェイス上に設定すると、VACL キャプチャによって各パケットが 2 コピーず
つキャプチャされることがあります。この場合、2 つめのコピーは壊れている可能性があり
ます。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートは、トンネル インターフェイスには
設定できません。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートは、IP ユニキャスト トラフィック
をサポートします。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートは、マルチキャスト トラフィック
とは無関係です。PFC QoS は出力 QoS を適用する前に、入力 QoS の変更をマルチキャスト 
トラフィックに適用します。

 • NetFlow および NDE は、再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートが設定され
たインターフェイスはサポートしません。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートをいずれかのインターフェイスに設
定している場合に、これを設定していないインターフェイスで NetFlow および NDE のサポー
トをイネーブルにするには、インターフェイス固有のフローマスクを設定する必要がありま
す。mls flow ip interface-destination-source、または mls flow ip interface-full のいずれかのグ
ローバル コンフィギュレーション モード コマンドを入力してください。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートを設定しているインターフェイスで
は、インターフェイス カウンタの値が不正確となります。

 • IPv6 マルチキャスト トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートによって許可されたトラフィックに
は、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートによって許可されたトラフィックに
は、MPLS トラフィックとしてタグを付けることはできません（このトラフィックは、他の
ネットワーク装置上では MPLS トラフィックとしてタグ付けできます）。

 • 入力および出力ポリシング両方を同じトラフィックに適用した場合、入力および出力ポリ
シーの両方がトラフィックのマークダウンまたはトラフィックのドロップのいずれかを実行
する必要があります。PFC QoS では、出力ドロップを使用した入力マークダウン、または出
力マークダウンを使用した入力ドロップをサポートしません。（CSCea23571）。

 • トラフィックに集約ポリシングとマイクロフロー ポリシングを実行する場合、集約ポリサー
およびマイクロフロー ポリサーを同じポリシー マップ クラスに組み込み、各ポリサーで同
じ conform-action および exceed-action キーワード オプションを使用する必要があります

（drop、set-dscp-transmit、set-prec-transmit、または transmit）。
 • トンネル インターフェイス上では、PFC QoS 機能を設定できません。

 • PFC QoS は、トンネル トラフィックのペイロード ToS バイトを書き換えません。

 • PFC QoS フィルタリングの基準になるのは、ACL、DSCP 値、または IP precedence 値だけで
す。

 • 次のコマンドに対し、PFC QoS は同一 ASIC によって制御されるすべての LAN ポートに、同
じ設定を適用します。

 – rcv-queue random-detect 
 – rcv-queue queue-limit 
 – wrr-queue queue-limit 

 – wrr-queue bandwidth（ギガビット イーサネット LAN ポートを除く）
36-62
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項  
 – priority-queue cos-map 
 – rcv-queue cos-map 
 – wrr-queue cos-map 
 – wrr-queue threshold 
 – rcv-queue threshold 
 – wrr-queue random-detect 
 – wrr-queue random-detect min-threshold 
 – wrr-queue random-detect max-threshold 

 • これらのコマンドは、物理ポートのみで設定してください。論理インターフェイスでは設定
できません。

 – priority-queue cos-map 
 – wrr-queue cos-map 
 – wrr-queue random-detect 
 – wrr-queue random-detect max-threshold 
 – wrr-queue random-detect min-threshold 
 – wrr-queue threshold 
 – wrr-queue queue-limit 
 – wrr-queue bandwidth 
 – rcv-queue cos-map 
 – rcv-queue bandwidth 
 – rcv-queue random-detect 
 – rcv-queue random-detect max-threshold 
 – rcv-queue random-detect min-threshold 
 – rcv-queue queue-limit 
 – rcv-queue cos-map 
 – rcv-queue threshold 

（注） 出力パケット レプリケーションを使用する IP マルチキャスト スイッチングは、QoS と互換性が
ありません。この場合に、出力レプリケーションを実行するとパケットで不正な CoS または 
DSCP マーキングが行われる可能性があります。QoS を使用中で、スイッチング モジュールが出
力レプリケーションに対応している場合は、mls ip multicast replication-mode ingress コマンドを
入力して、強制的に入力レプリケーションを実行してください。

PFC3 に関する注意事項

 • すべてのバージョンの PFC3 では、IPv6 ユニキャストおよびマルチキャスト トラフィックの 
QoS をサポートします。

 • IPv6 PFC QoS についての情報を表示するには、show mls qos ipv6 コマンドを入力します。

 • ポート ASIC（キュー アーキテクチャおよびデキューイング アルゴリズム）に実装された 
QoS 機能は、IPv4 および IPv6 トラフィックをサポートします。

 • PFC3 は、IPv6 の名前付き拡張 ACL、および名前付き標準 ACL をサポートします。

 • PFC3 は、match protocol ipv6 コマンドをサポートします。
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PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項
 • TCAM 検索のフロー キー ビット要件が競合するため、IPv6 DSCP ベースのフィルタリングと 
Ipv6 レイヤ 4 範囲ベースのフィルタリングを同一インターフェイス上に設定することはでき
ません。次に例を示します。

 – 1 つの IPv6 ACE 内に DSCP 値と、レイヤ 4 の greater than（gt） または less than（lt） 演算子
の両方を設定した場合は、この ACL は PFC QoS フィルタリングには使用できません。

 – 1 つの IPv6 ACL 内に DSCP 値を設定し、別の IPv6 ACL 内にレイヤ 4 の greater than（gt） 
または less than（lt） 演算子を設定した場合は、同一インターフェイス上の異なるクラス 
マップで両方の ACL を使用して、PFC QoS フィルタリングを行うことはできません。

 • IPv6 トラフィックには集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーを適用できますが、IPv6 
マルチキャスト トラフィックにはマイクロフロー ポリシングを適用することはできません。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL サポートを設定すると、PFC3 は次の機能に対
するハードウェア支援を行わなくなります。

 – Cisco IOS 再帰 ACL
 – TCP インターセプト

 – Context-Based Access Control（CBAC; コンテキスト ベース アクセス コントロール）

 – Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）

 • ARP トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 • PFC3 は、RP にブリッジされるトラフィックに出力ポリシングを適用しません。

 • PFC3 は、RP からのマルチキャスト トラフィックに出力ポリシングまたは出力 DSCP 変換を
適用しません。

 • PFC QoS は、ブリッジド マルチキャスト トラフィックの ToS バイトを書き換えません。

 • PFC3 は 大 1022 の集約ポリさーをサポートしますが、police コマンド以外の一部の 
PFC QoS コマンドはこのカウントに含まれます。デフォルトでは、set コマンドまたは trust 
コマンドを使用するポリシーは集約ポリサー カウントに含まれます。no mls qos marking 
statistics コマンドを入力することにより、集約ポリサー カウントへの set コマンドまたは 
trust コマンドの追加をディセーブルにすることができますが、これらのコマンドに関連付け
られたクラスマップの統計情報が収集できなくなります。show platform hardware capacity 
qos コマンドの出力の QoS Policer Resources セクションで、集約ポリサー カウントを確認する
ことができます。

クラス マップ コマンドの制約事項

 • PFC QoS は、match any クラスマップ コマンドをサポートします。

 • PFC QoS は、match コマンドが 1 つだけ指定されているクラス マップをサポートします。

 • PFC QoS では、次のクラス マップ コマンドはサポートされません。

 – match cos 
 – match classmap 
 – match destination-address 
 – match input-interface 
 – match qos-group 
 – match source-address 

ポリシー マップ コマンドの制約事項

PFC QoS では、次のポリシー マップ コマンドはサポートされません。

 • class class_name destination-address
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PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項  
 • class class_name input-interface
 • class class_name protocol
 • class class_name qos-group
 • class class_name source-address

ポリシー マップ クラス コマンドの制約事項

PFC QoS では、次のポリシー マップ クラス コマンドはサポートされません。

 • bandwidth 
 • priority 
 • queue-limit 
 • random-detect 
 • set qos-group 
 • service-policy 

CIR および PIR レート値に対してサポートされる粒度

PFC QoS では、CIR および PIR レート値に対し、ハードウェアで次の粒度が使用されます。

各範囲で、PFC QoS は粒度の倍数に相当するレート値を使用して、PFC をプログラミングしま
す。

CIR および PIR レート値の範囲 粒度

32768 ～ 2097152（2 Mbs） 32768（32 Kb）

2097153 ～ 4194304（4 Mbs） 65536（64 Kb）

4194305 ～ 8388608（8 Mbs） 131072（128 Kb）

8388609 ～ 16777216（16 Mbs） 262144（256 Kb）

16777217 ～ 33554432（32 Mbs） 524288（512 Kb）

33554433 ～ 67108864（64 Mbs） 1048576（1 Mb）

67108865 ～ 134217728（128 Mbs） 2097152（2 Mb）

134217729 ～ 268435456（256 Mbs） 4194304（4 Mb）

268435457 ～ 536870912（512 Mbs） 8388608（8 Mb）

536870913 ～ 1073741824（1 Gbs） 16777216（16 Mb）

1073741825 ～ 2147483648（2 Gbs） 33554432（32 Mb）

2147483649 ～ 4294967296（4 Gbs） 67108864（64 Mb）

4294967297 ～ 8589934592（8 Gbs） 134217728（128 Mb）

8589934593 ～ 17179869184（16 Gbs） 268435456（256 Mb）

17179869185 ～ 34359738368（32 Gbs） 536870912（512 Mb）

34359738369 ～ 68719476736（64 Gbs） 1073741824（1024 
Mb）
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PFC QoS 設定時の注意事項および制約事項
CIR および PIR トークン バケット サイズに対してサポートされる粒
度

PFC QoS では、CIR および PIR トークン バケット（バースト）サイズに対し、ハードウェアで次
の粒度が使用されます。

各範囲で、PFC QoS は粒度の倍数に相当するトークン バケット サイズを使用して、PFC をプロ
グラミングします。

CIR および PIR トークン バケット 
サイズの範囲 粒度

1 ～ 32768（32 KB） 1024（1 KB）

32769 ～ 65536（64 KB） 2048（2 KB）

65537 ～ 131072（128 KB） 4096（4 KB）

131073 ～ 262144（256 KB） 8196（8 KB）

262145 ～ 524288（512 KB） 16392（16 KB）

524289 ～ 1048576（1 MB） 32768（32 KB）

1048577 ～ 2097152（2 MB） 65536（64 KB）

2097153 ～ 4194304（4 MB） 131072（128 KB）

4194305 ～ 8388608（8 MB） 262144（256 KB）

8388609 ～ 16777216（16 MB） 524288（512 KB）

16777217 ～ 33554432（32 MB） 1048576（1 MB）
36-66
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定

PFC QoS の設定  
IP precedence 値と DSCP 値

PFC QoS の設定
ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX 上で PFC QoS を設定する手順について説明します。

 • PFC QoS のグローバルなイネーブル化（p.36-68）
 • ignore port trust のイネーブル化（p.36-69）
 • DSCP の透過性の設定（p.36-69）
 • queueing-only モードのイネーブル化（p.36-70）
 • ブリッジド トラフィックのマイクロフロー ポリシングのイネーブル化（p.36-71）
 • レイヤ 2 LAN ポートでの VLAN ベース PFC QoS のイネーブル化（p.36-71）
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PFC QoS の設定
 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートのイネーブル化（p.36-72）
 • 名前付き集約ポリサーの作成（p.36-73）
 • PFC QoS ポリシーの設定（p.36-76）
 • 出力 DSCP 変換の設定（p.36-92）
 • IEEE 802.1Q トンネル ポートの入力 CoS 変換の設定（p.36-94）
 • DSCP 値マッピングの設定（p.36-96）
 • イーサネット LAN ポートの信頼状態の設定（p.36-100）
 • 入力 LAN ポート CoS 値の設定（p.36-101）
 • 標準キューのドロップしきい値の割合設定（p.36-102）
 • QoS ラベルのキューおよびドロップしきい値へのマッピング（p.36-107）
 • 標準送信キュー間での帯域幅の割り当て（p.36-116）
 • 受信キューのサイズ比の設定（p.36-118）
 • 送信キューのサイズ比の設定（p.36-119）

（注） PFC QoS は、ユニキャスト トラフィックおよびマルチキャスト トラフィックの両方を処理しま
す。

PFC QoS のグローバルなイネーブル化

PFC QoS をグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、PFC QoS をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos 
  QoS is enabled globally
  Microflow QoS is enabled globally

QoS global counters:
    Total packets: 544393
    IP shortcut packets: 1410
    Packets dropped by policing: 0
    IP packets with TOS changed by policing: 467
    IP packets with COS changed by policing: 59998
    Non-IP packets with COS changed by policing: 0

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos スイッチで PFC QoS をグローバルにイネーブル
にします。

Router(config)# no mls qos スイッチで PFC QoS をグローバルにディセーブ
ルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos [ipv6] 設定を確認します。
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PFC QoS の設定  
Router#

ignore port trust のイネーブル化

ignore port trust 機能により、入力ポリシーにおいて、設定済みの IP precedence または DSCP 値を、
信頼できないトラフィックだけではなくすべてのトラフィックに適用できます。

ignore port trust をイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） 信頼できないトラフィックにおいて、ignore port trust がイネーブルにされている場合は、PFC 
QoS によって次の処理が行われます。

 • IP トラフィックでは、PFC QoS は受信した DSCP 値を初期内部 DSCP 値として使用します。

 • 認識可能な ToS バイトが含まれないトラフィックの場合は、ポートの CoS 値が初期内部 
DSCP 値にマッピングされます。

次に、ignore port trust をイネーブルにし、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos marking ignore port-trust 
Router(config)# end 
Router# show mls qos | include ignores 
  Policy marking ignores port_trust 
Router# 

DSCP の透過性の設定

（注） • 他の IP トラフィックへのサポートに加え、PFC3A 以外の PFC は MPLS トラフィック、IP ト
ンネルの IP のトラフィック、GRE トンネルのトラフィックに対して、no mls qos rewrite ip 
dscp コマンドをサポートします。

 • PFC3A は、MPLS トラフィック、IP トンネルの IP のトラフィック、GRE トンネルのトラ
フィック以外の IP トラフィックすべてに対して、no mls qos rewrite ip dscp コマンドをサポー
トします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos marking ignore port-trust スイッチで ignore port trust をグローバルにイ
ネーブルにします。

Router(config)# no mls qos marking ignore port-trust スイッチで ignore port trust をグローバルに
ディセーブルにします（デフォルト）。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 3 Router# show mls qos | include ignores 設定を確認します。
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PFC QoS の設定
DSCP 透過性をイネーブルにして、受信したレイヤ 3 ToS バイトを保持するには、次の作業を行
います。

受信したレイヤ 3 ToS バイトを保持する場合、QoS では出力キューイング用に、およびタグ付き
出力トラフィックで、マーキングした CoS 値またはマークダウンした CoS 値が使用されます。

次に、受信したレイヤ 3 ToS バイトを保持し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# no mls qos rewrite ip dscp 
Router(config)# end 
Router# show mls qos | include rewrite
  QoS ip packet dscp rewrite disabled globally
Router#

queueing-only モードのイネーブル化

スイッチで queueing-only モードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

queueing-only モードをイネーブルにする場合、スイッチは次の処理を行います。

 • マーキングおよびポリシングをグローバルにディセーブルにします。

 • すべてのポートがレイヤ 2 CoS を信頼するように設定します。

（注） スイッチでは、タグなし入力トラフィックと、trust CoS に設定できないポートを介し
て受信されるトラフィックにポート CoS 値が適用されます。

次に、queueing-only モードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos queueing-only 
Router(config)# end 
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# no mls qos rewrite ip dscp スイッチで出力 ToS バイトの書き換えをグロー
バルにディセーブルにします。

Router(config)# mls qos rewrite ip dscp スイッチで出力 ToS バイトの書き換えをグロー
バルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos | include rewrite 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos queueing-only スイッチで queueing-only モードをイネーブルに
します。

Router(config)# no mls qos queueing-only スイッチで PFC QoS をグローバルにディセーブ
ルにします。

（注） queueing-only モードを個別にディセーブ
ルにすることはできません。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos 設定を確認します。
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ブリッジド トラフィックのマイクロフロー ポリシングのイネーブル
化

デフォルトでは、マイクロフロー ポリサーはルーテッド トラフィックだけに影響します。特定
の VLAN 上のブリッジド トラフィックに対してマイクロフロー ポリシングをイネーブルにする
には、次の作業を行います。

次に、VLAN 3 ～ 5 のブリッジド トラフィックに対してマイクロフロー ポリシングをイネーブル
にする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface range vlan 3 - 5 
Router(config-if)# mls qos bridged 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos | begin Bridged QoS 
Bridged QoS is enabled on the following interfaces:
    Vl3 Vl4 Vl5 

（テキスト出力は省略）
Router#

レイヤ 2 LAN ポートでの VLAN ベース PFC QoS のイネーブル化

（注） 出力トラフィックに対する PFC QoS アプリケーション用に、レイヤ 3 インターフェイスにポリ
シー マップを付加できます。レイヤ 2 ポート上の VLAN ベースまたはポート ベースの PFC QoS 
は、レイヤ 3 インターフェイス上の出力トラフィックに対する PFC QoS アプリケーションとは関
係ありません。

デフォルトでは、PFC QoS は LAN ポートに付加されたポリシー マップを使用します。switchport 
キーワードを使用してレイヤ 2 LAN ポートとして設定されているポートでは、PFC QoS が VLAN 
に付加されたポリシー マップを使用するように設定できます。switchport キーワードを使用せず
に設定されたポートは、VLAN に対応付けられません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos bridged VLAN 上で、ブリッジド トラフィック（ブリッ
ジ グループも含む）のマイクロフロー ポリシン
グをイネーブルにします。

Router(config-if)# no mls qos bridged ブリッジド トラフィックのマイクロフロー ポリ
シングをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show mls qos 設定を確認します。
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レイヤ 2 LAN ポートで VLAN ベース PFC QoS をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/42 で VLAN ベースの PFC QoS をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/42 
Router(config-if)# mls qos vlan-based 
Router(config-if)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos | begin QoS is vlan-based 
  QoS is vlan-based on the following interfaces:
    Fa5/42

（テキスト出力は省略）

（注） レイヤ 2 LAN ポートを VLAN ベースの PFC QoS に設定しても、ポリシー マップに関するポート
設定はそのままの状態です。no mls qos vlan-based ポート コマンドを使用すると、すでに設定さ
れていたポート コマンドが再びイネーブルになります。

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートのイネーブ
ル化

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートを、入力インターフェイスでイネーブ
ルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos vlan-based レイヤ 2 LAN ポートまたはレイヤ 2 EtherChannel 
で VLAN ベース PFC QoS をイネーブルにします。

Router(config-if)# no mls qos vlan-based VLAN ベース PFC QoS をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show mls qos 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する入力インターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# platform ip features 
sequential [access-group IP_acl_name_or_number] 

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL の
サポートを、入力インターフェイス上でイネーブ
ルにします。

Router(config-if)# no platform ip features 
sequential [access-group IP_acl_name_or_number] 

再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL の
サポートを、入力インターフェイス上でディセー
ブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface 
({type1 slot/port} | {port-channel number}} 

設定を確認します。
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再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートを入力インターフェイスに設定する場
合は、次の点に注意してください。

 • 再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートを、特定の標準 ACL、拡張名前付
き ACL、または拡張番号付き IP ACL によってフィルタリングしたトラフィックのみに対し
てイネーブルにするには、IP ACL の名前または番号を入力します。

 • IP ACL 名または番号を入力しないと、再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサ
ポートは、インターフェイス上のすべての IP 入力 IP トラフィックに対してイネーブルにな
ります。

次に、再マーキングされた DSCP に対する出力 ACL のサポートを、ポート FastEthernet 5/36 上で
イネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# platform ip features sequential 
Router(config-if)# end 

名前付き集約ポリサーの作成

名前付き集約ポリサーを作成するには、次の作業を行います。

名前付き集約ポリサーを作成する場合、次の点に注意してください。

 • 集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC（DFC を装
備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立して動作します。集約ポリシン
グでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情報は合算されま
せん。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、PFC、お
よび PFC がサポートする DFC を装備していないスイッチング モジュールについて、表示で
きます。

 • 個々の PFC または DFC ポリシングは独立して実行されます。これにより、PFC およびすべ
ての DFC 間で分散されているトラフィックに適用される QoS 機能が影響を受けることがあ
ります。このような QoS 機能には、次のようなものがあります。

 – ポート チャネル インターフェイスに適用されたポリサー

 – スイッチ仮想インターフェイスに適用されたポリサー

 – レイヤ 3 インターフェイスまたは SVI のいずれかに適用された出力ポリサー。PFC QoS 
は、PFC または入力 DFC 上の入力インターフェイスにおいて、出力ポリシングの決定を
行います。

この制限の影響を受けるポリサーは、集約レートを提供します。これは、独立したすべての
ポリシング レートの合計です。

コマンド 目的

Router(config)# mls qos aggregate-policer 
policer_name bits_per_second normal_burst_bytes 
[maximum_burst_bytes] [pir peak_rate_bps] 
[[[conform-action {drop | set-dscp-transmit1 
dscp_value | set-prec-transmit1 ip_precedence_value | 
transmit}] exceed-action {drop | policed-dscp | 
transmit}] violate-action {drop | policed-dscp | 
transmit}] 

1. set-dscp-transmit および set-prec-transmit キーワードは、IP トラフィックに対してのみサポートされます。

名前付き集約ポリサーを作成します。

Router(config)# no mls qos aggregate-policer 
policer_name 

名前付き集約ポリサーを削除します。
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 • IPv6 トラフィックには、集約ポリサーを適用できます。

 • ポリシングでは、レイヤ 2 フレーム サイズを使用します。

 • レートおよびバースト サイズの粒度については、「PFC QoS 設定時の注意事項および制約事
項」（p.36-61）を参照してください。

 • 有効な CIR bits_per_second パラメータ値の範囲は、次のとおりです。

 – 小 — 32 Kbps（32000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH1 以前での 大 — 10 Gbps（10000000000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH2 以降での 大 — 64 Gbps（64000000000 と入力）

 • normal_burst_bytes パラメータでは、CIR トークン バケット サイズを設定します。

 • maximum_burst_bytes パラメータでは、PIR トークン バケット サイズを設定します。

 • トークン バケット サイズを設定する場合、次の点に注意してください。

 – 小トークン バケット サイズは 1 KB（1000 と入力）（maximum_burst_bytes パラメータ
は、normal_burst_bytes パラメータより大きい値に設定する必要があります）。

 – 大トークン バケット サイズは 32 MB（32000000 と入力）。

 – 特定のレートを維持するには、トークン バケット サイズがレート値を 4000 で割った値
よりも大きくなるように設定します。トークンは 1 秒の 4000 分の 1（0.25 ミリ秒）ごと
にバケットから削除されるからです。

 – トークン バケットは 1 つ以上のフレームを格納できる容量が必要なので、パラメータに
は、ポリシングするトラフィックの 大サイズより大きい値を設定してください。

 – TCP トラフィックの場合は、トークン バケット サイズを TCP ウィンドウ サイズの倍数
になるように設定します。 小値はポリシングするトラフィックの 大サイズの 2 倍以
上にする必要があります。

 • 有効な pir bits_per_second パラメータ値の範囲は、次のとおりです。

 – 小 — 32 Kbps（32000 と入力、CIR bits_per_second パラメータより小さい値は使用でき
ません）

 – Release 12.2(33)SXH1 以前での 大 — 10 Gbps（10000000000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH2 以降での 大 — 64 Gbps（64000000000 と入力）

 • （任意）一致するイン プロファイル トラフィックに対応する conform アクションを、次のよ
うに指定できます。

 – デフォルトの conform アクションは、transmit です。このアクションでは、ポリシー 
マップ クラスに trust コマンドが含まれている場合を除いて、ポリシー マップ クラスの
信頼状態が trust dscp に設定されます。

 – 信頼できないトラフィックで PFC QoS ラベルを設定するには、set-dscp-transmit キー
ワードを入力し、一致する信頼できないトラフィックに新しい DSCP 値をマークするか、
または set-prec-transmit キーワードを入力し、一致する信頼できないトラフィックに新
しい IP precedence 値をマークします。set-dscp-transmit キーワードおよび 
set-prec-transmit キーワードは IP トラフィックに対してのみサポートされます。PFC QoS 
は、設定された値に基づいて出力 ToS および CoS を設定します。

 – 一致したトラフィックをすべてドロップするには、drop キーワードを入力します。

（注） drop を conform アクションとして設定すると、PFC QoS は drop を exceed アクション
および violate アクションとして設定します。

 • （任意）CIR を超過するトラフィックに対しては、exceed アクションを次のように指定できま
す。
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 – デフォルトの exceed アクションは、maximum_burst_bytes パラメータを使用しない場合は 
drop です（maximum_burst_bytes パラメータでは、drop はサポートされません）。

（注） exceed アクションが drop の場合、PFC QoS は設定された violate アクションを無視し
ます。

 – 一致したプロファイル外トラフィックを、マークダウン マップの指定に従ってマークダ
ウンするには、policed-dscp-transmit キーワードを入力します。

（注） pir キーワードを使用せずにポリサーを作成し、かつ maximum_burst_bytes パラメータ
が normal_burst_bytes パラメータに等しい場合（maximum_burst_bytes パラメータを入
力しない場合）、exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用すると、PFC 
QoS は policed-dscp max-burst マークダウン マップの定義に従ってトラフィックを
マークダウンします。

 • （任意）PIR を超過するトラフィックについて、violate アクションを次のように指定できま
す。

 – ポリシングを行わずにトラフィックをマーキングするには、transmit キーワードを入力
して、一致するプロファイル外トラフィックをすべて送信します。

 – デフォルトの violate アクションは、exceed アクションと同じものです。

 – 一致したプロファイル外トラフィックを、マークダウン マップの指定に従ってマークダ
ウンするには、policed-dscp-transmit キーワードを入力します。

 – ポリシングを行わずにマーキングするには、transmit キーワードを入力して、一致した
プロファイル外トラフィックをすべて送信します。

（注） 入力および出力ポリシング両方を同じトラフィックに適用した場合、入力および出力ポリシーの
両方がトラフィックのマークダウンまたはトラフィックのドロップのいずれかを実行する必要が
あります。PFC QoS では、出力ドロップを使用した入力マークダウン、または出力マークダウン
を使用した入力ドロップをサポートしません。

次に、1 Mbps のレート制限および 10 MB のバースト サイズの名前付き集約ポリサーを作成し、
プロファイル内トラフィックを送信し、プロファイル外トラフィックをマークダウンする例を示
します。

Router(config)# mls qos aggregate-policer aggr-1 1000000 10000000 conform-action transmit 
exceed-action policed-dscp-transmit 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos aggregate-policer aggr-1 
ag1 1000000 1000000 conform-action transmit exceed-action policed-dscp-transmit AgId=0 
[pol4]
Router#

出力では次の情報が表示されます。

 • ハードウェア ポリサー ID は、AgId パラメータで表示されます。

 • ポリサーを使用しているポリシー マップは、角カッコ（[]）で囲まれて表示されます。
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PFC QoS ポリシーの設定 
ここでは、PFC QoS ポリシーの設定手順について説明します。

 • PFC QoS ポリシー設定作業の概要（p.36-76）
 • MAC ACL の設定（p.36-77）
 • QoS フィルタリングに対する ARP ACL の設定（p.36-81）
 • クラス マップの設定（p.36-81）
 • クラス マップの設定の確認（p.36-84）
 • ポリシー マップの設定（p.36-84）
 • ポリシー マップの設定の確認（p.36-90）
 • インターフェイスへのポリシー マップの付加（p.36-91）

（注） PFC QoS ポリシーは、ユニキャスト トラフィックおよびマルチキャスト トラフィックの両方を
処理します。

PFC QoS ポリシー設定作業の概要

（注） 帯域利用率を制限しないでトラフィックをマーキングするには、適合するトラフィックと適合し
ないトラフィックの両方に対して、transmit キーワードを使用するポリサーを作成します。

次に示すコマンドを使用すると、トラフィック クラスおよびトラフィック クラスに適用される
ポリシーが設定され、ポートにポリシーが付加されます。

 • access-list（IP トラフィックの場合は任意です。IP トラフィックは class-map コマンドでフィ
ルタリングできます。）

 – PFC QoS は、次の ACL タイプをサポートしています。

 – PFC3 は、IPv6 の名前付き拡張 ACL、および名前付き標準 ACL をサポートします。

 – PFC3 は、ARP ACL をサポートします。

（注）  — PFC3 は、ARP トラフィックに IP ACL を適用しません。 
 

 — ARP トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

 – PFC3 は IPX ACL をサポートしません。PFC3 では、IPX トラフィックをフィルタリング
するように MAC ACL を設定できます。

プロトコル
番号付き ACL の有
無 拡張 ACL の有無

名前付き ACL の
有無

IPv4 あり： 
1 ～ 99 
1300 ～ 1999

あり： 
100 ～ 199 
2000 ～ 2699

あり

IPv6 — あり（名前付き） あり

MAC レイヤ No No あり

ARP（アドレス解決プロトコル） No No あり
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 – PFC QoS は、時間ベースの Cisco IOS ACL をサポートします。

 – MAC ACL および ARP ACL 以外の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Security 
Configuration Guide』Release 12.2 の「Traffic Filtering and Firewalls」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/ftrafwl/index.
htm

 – Cisco IOS Software Release 12.2SX の ACL の詳細については、第 40 章「ネットワーク セ
キュリティの設定」を参照してください。

 • class-map（任意） — class-map コマンドを使用してトラフィックの分類基準を指定すること
により、1 つまたは複数のトラフィック クラスを定義します。

 • policy-map — policy-map コマンドを使用して、次の定義を行います。

 – ポリシー マップ クラスの信頼モード

 – 集約ポリシングおよびマーキング

 – マイクロフロー ポリシングおよびマーキング

 • service-policy — service-policy コマンドを使用して、ポリシー マップをインターフェイスに
付加します。

MAC ACL の設定

ここでは、MAC ACL の設定手順について説明します。

 • プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングの設定（p.36-77）
 • VLAN ベースの MAC QoS フィルタリングのイネーブル化（p.36-79）
 • MAC ACL の設定（p.36-79）

（注） VLAN ACL（VACL）で MAC ACL を使用できます。詳細については、第 43 章「PACL および 
VACL の設定」を参照してください。

プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングの設定

（注） PFC3A モードでは、プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングをサポートしません。

プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングでは、MAC ACL をすべての入力トラフィック タイ
プ（MAC レイヤ トラフィックのほかに IPv4 トラフィック、IPv6 トラフィック、MPLS トラ
フィックなど）に適用します。

次のインターフェイス タイプを プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングに設定できます。

 • IP アドレスのない VLAN インターフェイス

 • EoMPLS をサポートするように設定された物理 LAN ポート

 • EoMPLS をサポートするように設定された論理 LAN サブインターフェイス

プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリング用に設定されたインターフェイスの MAC ACL に
よって許可または拒否された入力トラフィックは、出力インターフェイスによって MAC レイヤ 
トラフィックとして処理されます。プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリング用に設定された
インターフェイスの MAC ACL によって許可または拒否されたトラフィックに、出力 IP ACL を
適用することはできません。
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プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

プロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングを設定する場合、次の点に注意してください。

 • IP アドレスが設定されている VLAN インターフェイス上で、プロトコル独立型 MAC ACL 
フィルタリングを設定しないでください。

 • 許可トラフィックがブリッジされる場合、またはレイヤ 3 がハードウェアで PFC によってス
イッチングされる場合は、マイクロフロー ポリシングにプロトコル独立型 MAC ACL フィル
タリングを設定しないでください。

 • 許可トラフィックが RP によってソフトウェアでルーティングされる場合は、プロトコル独
立型 MAC ACL フィルタリングはマイクロフロー ポリシングをサポートします。

次に、VLAN インターフェイス 4018 をプロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングに設定し、設
定を確認する例を示します。

Router(config)# interface vlan 4018 
Router(config-if)# mac packet-classify 
Router(config-if)# end 
Router# show running-config interface vlan 4018 | begin 4018 
interface Vlan4018
mtu 9216
ipv6 enable
mac packet-classify
end

次に、インターフェイス GigabitEthernet 6/1 をプロトコル独立型 MAC ACL フィルタリングに設定
し、設定を確認する例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 6/1 
Router(config-if)# mac packet-classify 
Router(config-if)# end 
Router# show running-config interface gigabitethernet 6/1 | begin 6/1 
interface GigabitEthernet6/1
mtu 9216
no ip address
mac packet-classify
mpls l2transport route 4.4.4.4 4094
end

次に、インターフェイス GigabitEthernet 3/24 およびサブインターフェイス 4000 をプロトコル独立
型 MAC ACL フィルタリングに設定し、設定を確認する例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 3/24.4000 
Router(config-if)# mac packet-classify 
Router(config-if)# end 
Router# show running-config interface gigabitethernet 3/24.4000 | begin 3/24.4000 
interface GigabitEthernet3/24.4000
encapsulation dot1Q 4000
mac packet-classify
mpls l2transport route 4.4.4.4 4000

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port[.subinterface]} | 
{port-channel number[.subinterface]}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mac packet-classify インターフェイス上でプロトコル独立型 MAC 
ACL フィルタリングをイネーブルにします。

Router(config-if)# no mac packet-classify インターフェイス上でプロトコル独立型 MAC 
ACL フィルタリングをディセーブルにします。
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end

VLAN ベースの MAC QoS フィルタリングのイネーブル化

MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをグローバルにイネーブルまたはディセーブル
にできます。MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングは、デフォルトではディセーブル
に設定されています。

MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをイネーブルにするには、次の作業を行いま
す。

MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをディセーブルにするには、次の作業を行いま
す。

MAC ACL の設定

MAC アドレスに基づいて IPX、DECnet、AppleTalk、VINES、または XNS トラフィックをフィル
タリングする名前付き ACL を設定できます。

VLAN ベースのフィルタリング、CoS ベースのフィルタリング、またはその両方を行う MAC 
ACL を設定できます。

MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをグローバルにイネーブルまたはディセーブル
にできます（デフォルトではディセーブル）。

MAC ACL を設定するには、次の作業を行います。

MAC レイヤ ACL のエントリを設定する場合、次の点に注意してください。

 • PFC3 は、ipx-arpa および ipx-non-arpa キーワードをサポートしています。

 • Cisco IOS Release 12.2SX は、vlan および cos キーワードをサポートします。

 • vlan および cos キーワードは、VACL フィルタリングに使用する MAC ACL ではサポートさ
れません。

コマンド 目的

Router(config)# mac packet-classify use vlan MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをイ
ネーブルにします。

コマンド 目的

Router(config)# no mac packet-classify use vlan MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリングをディ
セーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mac access-list extended 
list_name 

MAC ACL を設定します。

Router(config)# no mac access-list extended 
list_name 

MAC ACL を削除します。

ステップ 2 Router(config-ext-macl)# {permit | deny} 
{src_mac_mask | any} {dest_mac_mask | any} 
[{protocol_keyword | {ethertype_number 
ethertype_mask}} [vlan vlan_ID] [cos cos_value]]

MAC ACL に Access Control Entry（ACE; アクセス 
コントロール エントリ）を設定します。

Router(config-ext-macl)# no {permit | deny} 
{src_mac_mask | any} {dest_mac_mask | any} 
[{protocol_keyword | {ethertype_number 
ethertype_mask}} [vlan vlan_ID] [cos cos_value]] 

MAC ACL から ACE を削除します。
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 • MAC ACL の VLAN ベースの QoS フィルタリング用の vlan キーワードを、グローバルにイ
ネーブルまたはディセーブルにすることができます（デフォルトではディセーブル）。

 • MAC アドレスは、ドット付き 16 進表記の 3 つの 2 バイト値で入力できます。たとえば、
0030.9629.9f84 を入力できます。

 • MAC アドレス マスクは、ドット付き 16 進表記の 3 つの 2 バイト値で入力できます。1 の
ビットをワイルドカードとして使用します。たとえば、アドレスを完全に一致させるには、
0000.0000.0000 を使用します（0.0.0 と入力してもかまいません）。

 • EtherType および EtherType マスクを 16 進値で入力できます。

 • プロトコル パラメータを指定しないエントリは、どのプロトコルとも一致します。

 • ACL エントリは、入力順に従ってスキャンされます。 初に一致したエントリが使用されま
す。パフォーマンスを向上させるには、 もよく使用されるエントリを ACL の先頭に置きま
す。

 • ACL の末尾に permit any any エントリを明示的に指定する場合を除いて、ACL の末尾には暗
黙的な deny any any エントリが存在します。

 • 既存のリストに新しいエントリを追加すると、新しいエントリはすべてリストの末尾に置か
れます。リストの途中にエントリを追加することはできません。

 • 次に、EtherType の値と対応するプロトコル キーワードを示します。

 – 0x0600 — xns-idp — Xerox XNS IDP
 – 0x0BAD — vines-ip — Banyan VINES IP
 – 0x0baf — vines-echo — Banyan VINES Echo

 – 0x6000 — etype-6000 — DEC 未割り当て、実験的

 – 0x6001 — mop-dump — DEC Maintenance Operation Protocol（MOP; メンテナンス オペレー
ション プロトコル）ダンプ / ロード補助

 – 0x6002 — mop-console — DEC MOP リモート コンソール

 – 0x6003 — decnet-iv — DEC DECnet Phase IV Route

 – 0x6004 — lat — DEC Local Area Transport（LAT; ローカルエリア トランスポート）

 – 0x6005 — diagnostic — DEC DECnet Diagnostics

 – 0x6007 — lavc-sca — DEC Local-Area VAX Cluster（LAVC）、SCA
 – 0x6008 — amber — DEC AMBER
 – 0x6009 — mumps — DEC MUMPS

 – 0x0800 — ip — Malformed、invalid、または deliberately corrupt IP フレーム

 – 0x8038 — dec-spanning — DEC LANBridge Management
 – 0x8039 — dsm — DEC DSM/DDP
 – 0x8040 — netbios — DEC PATHWORKS DECnet NETBIOS Emulation
 – 0x8041 — msdos — DEC Local Area System Transport

 – 0x8042 — etype-8042 — DEC 未割り当て

 – 0x809B — appletalk — Kinetics EtherTalk（AppleTalk over Ethernet）
 – 0x80F3 — aarp — Kinetics AppleTalk Address Resolution Protocol（AARP）

次に、mac_layer という名前の MAC レイヤ ACL を作成する例を示します。この ACL は、送信元
アドレスが 0000.4700.0001、宛先アドレスが 0000.4700.0009 である dec-phase-iv トラフィックを拒
否しますが、それ以外のトラフィックをすべて許可します。

Router(config)# mac access-list extended mac_layer 
Router(config-ext-macl)# deny 0000.4700.0001 0.0.0 0000.4700.0009 0.0.0 dec-phase-iv 
Router(config-ext-macl)# permit any any 
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QoS フィルタリングに対する ARP ACL の設定

（注） • PFC3 では、IP ACL を ARP トラフィックに適用しません。

 • ARP トラフィックには、マイクロフロー ポリシングを適用できません。

ARP トラフィック（EtherType 0x0806）をフィルタリングする名前付き ACL を QoS に設定できま
す。

QoS フィルタリング用に ARP ACL を設定するには、次の作業を行います。

ARP ACL のエントリを QoS フィルタリングに設定する場合、次の点に注意してください。

 • このマニュアルでは、PFC3 によってハードウェアでサポートされる ARP ACL 構文について
説明します。疑問符（?）を入力した場合に CLI ヘルプで表示されるその他の ARP ACL 構文
はサポートされず、QoS の ARP トラフィックのフィルタリング処理にも使用できません。

 • ACL エントリは、入力順に従ってスキャンされます。 初に一致したエントリが使用されま
す。パフォーマンスを向上させるには、 もよく使用されるエントリを ACL の先頭に置きま
す。

 • ACL の末尾に permit ip any mac any エントリを明示的に指定する場合を除いて、ACL の末尾
には暗黙的な deny ip any mac any エントリが存在します。

 • 既存のリストに新しいエントリを追加すると、新しいエントリはすべてリストの末尾に置か
れます。リストの途中にエントリを追加することはできません。

次に、arp_filtering という名前の ARP ACL を作成する例を示します。この ACL は、IP アドレスが 
1.1.1.1 から始まるトラフィックのみを許可します。

Router(config)# arp access-list arp_filtering 
Router(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac any 

クラス マップの設定

ここでは、クラス マップの設定手順について説明します。

 • クラス マップの作成（p.36-81）
 • クラス マップ フィルタリングの注意事項および制約事項（p.36-82）
 • クラス マップでのフィルタリングの設定（p.36-83）

クラス マップの作成

クラス マップを作成するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# arp access-list list_name QoS フィルタリングに ARP ACL を設定します。

Router(config)# no arp access-list list_name ARP ACL を削除します。

ステップ 2 Router(config-arp-nacl)# {permit | deny} {ip {any 
| host sender_ip | sender_ip 
sender_ip_wildcardmask} mac any 

QoS フィルタリングに対する ARP ACL の ACE を
設定します。

Router(config-arp-nacl)# no {permit | deny} {ip 
{any | host sender_ip | sender_ip 
sender_ip_wildcardmask} mac any 

ARP ACL から ACE を削除します。
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クラス マップ フィルタリングの注意事項および制約事項

クラス マップ フィルタリングを設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってくださ
い。

 • PFC QoS は、match-any キーワードを使用して設定した複数の一致基準をクラス マップ内で
サポートします。

 • 1 つの match-any クラス マップに複数の match access-group ACL が含まれ、1 つの ACL に 
deny エントリが含まれる場合、deny エントリの後のすべての一致基準（同じ ACL または異
なる ACL 内の）は TCAM にインストールされません。

次の例では、ACL acl4 および acl5 は、deny ip any any エントリを持つ acl3 の後にあるため、
インストールされません。

ip access-list ext acl3
  deny ip any any

class-map cmap1
  match access-group acl1
  match access-group acl2
  match access-group acl3
  match access-group acl4
  match access-group acl5

この問題を回避するため、次の次善策を利用することができます。

 – deny エントリを ACL の 後に移動し、その ACL をクラス マップの 後に移動します。

 – deny エントリの後のすべての ACL を別のクラス マップに設定します。

 • PFC3 は、match protocol ipv6 コマンドをサポートします。

 • TCAM 検索のフロー キー ビット要件が競合するため、IPv6 DSCP ベースのフィルタリングと 
Ipv6 レイヤ 4 範囲ベースのフィルタリングを同一インターフェイス上に設定することはでき
ません。次に例を示します。

 – 1 つの IPv6 ACE 内に DSCP 値と、レイヤ 4 の「greater than（gt）」または「less than（lt）」
演算子の両方を設定した場合は、この ACL は PFC QoS フィルタリングには使用できませ
ん。

 – 1 つの IPv6 ACL 内に DSCP 値を設定し、別の IPv6 ACL 内にレイヤ 4 の greater than（gt） 
または less than（lt） 演算子を設定した場合は、同一インターフェイス上の異なるクラス 
マップで両方の ACL を使用して、PFC QoS フィルタリングを行うことはできません。

 • PFC QoS では、IPv4 トラフィック用の match protocol ip コマンドがサポートされます。

 • PFC QoS は、match cos、match classmap、match destination-address、match input-interface、
match qos-group、および match source-address クラス マップ コマンドをサポートしません。

 • Cisco IOS Software Release 12.2SX は、インターフェイスにポリシー マップが付加されないか
ぎり、サポート対象外のコマンドが使用されているかどうかを検出しません。

 • 出力 QoS の IP precedence または DSCP に基づいたフィルタリングでは、受信した IP 
precedence または DSCP を使用します。出力 QoS フィルタリングは、入力 QoS による IP 
precedence または DSCP の変更には基づいていません。

（注） ここでは、次の ACL に関する内容を説明します。

コマンド 目的

Router(config)# class-map class_name クラス マップを作成します。

Router(config)# no class-map class_name クラス マップを削除します。
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 • MAC ACL の設定（p.36-77）
 • QoS フィルタリングに対する ARP ACL の設定（p.36-81）
このマニュアルでは、その他の ACL については説明しません。「PFC QoS ポリシー設定作業の概
要」（p.36-76）に記載されている access-list の説明を参照してください。

クラス マップでのフィルタリングの設定

クラス マップにフィルタリングを設定するには、次のいずれかの作業を行います。

コマンド 目的

Router(config-cmap)# match access-group name 
acl_index_or_name 

（任意）ACL を使用してフィルタリングするように、ク
ラス マップを設定します。

Router(config-cmap)# no match access-group name 
acl_index_or_name 

クラス マップから ACL 設定を消去します。

Router (config-cmap)# match protocol ipv6 （任意 — IPv6 トラフィック用）IPv6 トラフィックをフィ
ルタリングするように、クラス マップを設定します。

Router (config-cmap)# no match protocol ipv6 IPv6 フィルタリングを消去します。

Router (config-cmap)# match precedence ipp_value1 
[ipp_value2 [ipp_valueN]] 

（任意 — IPv4 または IPv6 トラフィック用） 大 8 つの IP 
precedence 値に基づいてフィルタリングするように、ク
ラス マップを設定します。

（注） 送信元、または宛先ベースのマイクロフロー ポリ
シングをサポートしません。

Router (config-cmap)# no match precedence ipp_value1 
[ipp_value2 [ipp_valueN]] 

設定された IP precedence 値をクラス マップから消去しま
す。

Router (config-cmap)# match dscp dscp_value1 
[dscp_value2 [dscp_valueN]] 

（任意 — IPv4 または IPv6 トラフィックのみ） 大 8 つの 
DSCP 値に基づいてフィルタリングするように、クラス 
マップを設定します。

（注） 送信元、または宛先ベースのマイクロフロー ポリ
シングをサポートしません。

Router (config-cmap)# no match dscp dscp_value1 
[dscp_value2 [dscp_valueN]] 

設定された DSCP 値をクラス マップから消去します。

Router (config-cmap)# match ip precedence ipp_value1 
[ipp_value2 [ipp_valueN]] 

（任意 — IPv4 トラフィック用） 大 8 つの IP precedence 
値に基づいてフィルタリングするように、クラス マップ
を設定します。

（注） 送信元、または宛先ベースのマイクロフロー ポリ
シングをサポートしません。

Router (config-cmap)# no match ip precedence 
ipp_value1 [ipp_value2 [ipp_valueN]] 

設定された IP precedence 値をクラス マップから消去しま
す。

Router (config-cmap)# match ip dscp dscp_value1 
[dscp_value2 [dscp_valueN]] 

（任意 — IPv4 トラフィック用） 大 8 つの DSCP 値に基
づいてフィルタリングするように、クラス マップを設定
します。

（注） 送信元、または宛先ベースのマイクロフロー ポリ
シングをサポートしません。

Router (config-cmap)# no match ip dscp dscp_value1 
[dscp_value2 [dscp_valueN]] 

設定された DSCP 値をクラス マップから消去します。
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クラス マップの設定の確認

クラス マップの設定を確認するには、次の作業を行います。

次に、ipp5 という名前のクラス マップを作成し、IP precedence 5 のトラフィックと一致するよう
にフィルタリングを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# class-map ipp5 
Router(config-cmap)# match ip precedence 5 
Router(config-cmap)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show class-map ipp5 
 Class Map match-all ipp5 (id 1)
   Match ip precedence 5

ポリシー マップの設定

1 つのインターフェイスに付加できるポリシー マップは、1 つに限られます。ポリシー マップに
は、ポリシー マップ コマンドがそれぞれ異なる 1 つまたは複数のポリシー マップ クラスを含め
ることができます。

インターフェイスで受信するトラフィック タイプごとに、個別のポリシー マップ クラスをポリ
シー マップ内に設定します。各トラフィック タイプ用の全コマンドを、同一のポリシー マップ 
クラスに入れます。PFC QoS は、一致したトラフィックに複数のポリシー マップ クラスのコマ
ンドを適用することはありません。

ここでは、ポリシー マップの設定手順について説明します。

 • ポリシー マップの作成（p.36-84）
 • ポリシー マップ クラスの設定に関する注意事項および制約事項（p.36-84）
 • ポリシー マップ クラスの作成およびフィルタリングの設定（p.36-85）
 • ポリシー マップ クラス アクションの設定（p.36-85）

ポリシー マップの作成

ポリシー マップを作成するには、次の作業を行います。

ポリシー マップ クラスの設定に関する注意事項および制約事項

ポリシー マップ クラスを設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • PFC QoS は、class class_name destination-address、class class_name input-interface、class 
class_name qos-group、および class class_name source-address ポリシー マップ コマンドをサ
ポートしていません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router (config-cmap)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 2 Router# show class-map class_name 設定を確認します。

コマンド 目的

Router(config)# policy-map policy_name ポリシー マップを作成します。

Router(config)# no policy-map policy_name ポリシー マップを削除します。
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 • PFC QoS は、calss default ポリシー マップ コマンドをサポートします。

 • PFC QoS は、インターフェイスにポリシー マップが付加されないかぎり、サポート対象外の
コマンドが使用されているかどうかを検出しません。

ポリシー マップ クラスの作成およびフィルタリングの設定

ポリシー マップ クラスを作成し、クラス マップを使用してフィルタリングするように設定する
には、次の作業を行います。

ポリシー マップ クラス アクションの設定

ポリシー マップ クラスのアクションを設定する場合、次の点に注意してください。

 • ポリシー マップには、1 つまたは複数のポリシー マップ クラスを含めることができます。

 • トラフィック タイプごとに、すべての信頼状態およびポリシング コマンドを、同一のポリ
シー マップ クラスに入れてください。

 • PFC QoS は、1 つのポリシー マップ クラスのコマンドのみをトラフィックに適用します。1 
つのポリシー マップ クラスのフィルタリングに一致したトラフィックには、他のポリシー 
マップ クラスで設定したフィルタリングが適用されます。

 • ハードウェアでスイッチングされるトラフィックの場合、PFC QoS は bandwidth、priority、
queue-limit、または  random-detect ポリシー マップ クラス コマンドをサポートしません。こ
れらのコマンドはソフトウェアでスイッチングされるトラフィックに使用できるので、設定
が可能です。

 • PFC QoS では、set qos-group ポリシー マップ クラス コマンドはサポートされません。

 • PFC QoS では、IPv4 トラフィック用の set ip dscp および set ip precedence ポリシー マップ ク
ラス コマンドがサポートされます。

 – 非 IP トラフィック上で set ip dscp および set ip precedence コマンドを使用して、出力レ
イヤ 2 CoS 値の基準である内部 DSCP 値をマーキングできます。

 – set ip dscp および set ip precedence コマンドは、set dscp および set precedence コマンドと
してコンフィギュレーション ファイルに保存されます。

 • PFC QoS では、IPv4 および IPv6 トラフィック用の set dscp および set precedence ポリシー 
マップ クラス コマンドがサポートされます。

 • ポリシー マップ クラスで、次の 3 つすべてを実行することはできません。

 – set コマンドによるトラフィックのマーキング 
 – 信頼状態の設定

 – ポリシングの設定

ポリシー マップ クラスでは、トラフィックを set コマンドによってマーキングするか、次の
いずれか、あるいは両方を実行できます。

 – 信頼状態の設定

 – ポリシングの設定

コマンド 目的

Router(config-pmap)# class class_name ポリシー マップ クラスを作成し、クラス マップを使用し
てフィルタリングするように設定します。

（注） PFC QoS は、match コマンドが 1 つだけ指定され
ているクラス マップをサポートします。

Router(config-pmap)# no class class_name クラス マップの使用を解除します。
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（注） ポリシングを設定する場合は、ポリシング キーワードでトラフィックをマーキング
できます。

ここでは、ポリシー マップ クラスのアクションを設定する手順について説明します。

 • ポリシー マップ クラス マーキングの設定（p.36-86）
 • ポリシー マップ クラスの信頼状態の設定（p.36-86）
 • ポリシー マップ クラスのポリシングの設定（p.36-87）

ポリシー マップ クラス マーキングの設定

ignore port trust 機能がイネーブルに設定されている場合、PFC QoS は set ポリシー マップ クラス 
コマンドを使用したポリシー マップ クラス マーキングをサポートします。

すべてのリリースにおいて PFC QoS は、信頼できないトラフィックに対し、set ポリシー マップ 
クラス コマンドを使用したポリシー マップ クラス マーキングをサポートします。

ポリシー マップ クラス マーキングを設定するには、次の作業を行います。

ポリシー マップ クラスの信頼状態の設定

（注） service-policy output コマンドを使用して、信頼状態を設定するポリシー マップを付加すること
はできません。

ポリシー マップ クラスの信頼状態を設定するには、次の作業を行います。

ポリシー マップ クラスの信頼状態を設定する場合、次の点に注意してください。

 • 入力ポート上に設定されている信頼状態を使用するには、no trust コマンド（これがデフォ
ルトです）を使用します。

 • cos キーワードを使用すると、PFC QoS は受信した CoS または入力ポートの CoS に基づいて、
内部 DSCP 値を設定します。

 • dscp キーワードを使用すると、PFC QoS は受信した DSCP を使用します。

 • ip-precedence キーワードを使用すると、PFC QoS は受信した IP precedence に基づいて DSCP 
を設定します。

コマンド 目的

Router(config-pmap-c)# set {dscp dscp_value | 
precedence ip_precedence_value}

ポリシー マップ クラスを設定して、設定されている 
DSCP 値または IP precedence 値と一致する信頼できない
トラフィックをマーキングするようにします。

Router(config-pmap-c)# no set {dscp dscp_value | 
precedence ip_precedence_value}

マーキングの設定を消去します。

コマンド 目的

Router(config-pmap-c)# trust {cos | dscp | 
ip-precedence} 

ポリシー マップ クラスの信頼状態を設定します。この設
定によって、PFC QoS が初期内部 DSCP 値の作成元とし
て使用する値が選択されます。

Router(config-pmap-c)# no trust デフォルトのポリシー マップ クラスの信頼状態
（untrusted）に戻します。
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ポリシー マップ クラスのポリシングの設定

ポリシー マップ クラスのポリシングを設定する場合、次の点に注意してください。

 • PFC QoS は set-qos-transmit ポリサー キーワードをサポートしません。

 • PFC QoS は、exceed-action キーワードの引数として set-dscp-transmit キーワードまたは 
set-prec-transmit キーワードをサポートしません。

 • PFC QoS は、インターフェイスにポリシー マップが付加されないかぎり、サポート対象外の
キーワードが使用されているかどうかを検出しません。

ここではポリシー マップ クラスによるポリシングを設定する手順について説明します。

 • 名前付き集約ポリサーの使用（p.36-87）
 • インターフェイス別ポリサーの設定（p.36-87）

（注） conform-action transmit キーワードによるポリシングでは、一致するトラフィックのポート信頼
状態が、trust dscp またはポリシー マップ クラスの trust コマンドで設定される信頼状態に設定さ
れます。

名前付き集約ポリサーの使用

名前付き集約ポリサーを使用するには、次の作業を行います。

インターフェイス別ポリサーの設定

インターフェイス別のポリサーを設定するには、次の作業を行います。

インターフェイス別ポリサーを設定する場合、次の点に注意してください。

 • 集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC（DFC を装
備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立して動作します。集約ポリシン
グでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情報は合算されま

コマンド 目的

Router(config-pmap-c)# police aggregate 
aggregate_name 

定義済みの名前付き集約ポリサーを使用するように、ポ
リシー マップ クラスを設定します。

Router(config-pmap-c)# no police aggregate 
aggregate_name 

名前付き集約ポリサーの使用を解除します。

コマンド 目的

Router(config-pmap-c)# police [flow [mask {src-only | 
dest-only | full-flow}]] bits_per_second 
normal_burst_bytes [maximum_burst_bytes] [pir 
peak_rate_bps] [[[conform-action {drop | 
set-dscp-transmit dscp_value | set-prec-transmit 
ip_precedence_value | transmit}] exceed-action {drop 
| policed-dscp | transmit}] violate-action {drop | 
policed-dscp | transmit}]

インターフェイス別のポリサーを作成して、それを使用
するようにポリシー マップ クラスを設定します。

Router(config-pmap-c)# no police [flow [mask 
{src-only | dest-only | full-flow}]] bits_per_second 
normal_burst_bytes [maximum_burst_bytes] [pir 
peak_rate_bps] [[[conform-action {drop | 
set-dscp-transmit dscp_value | set-prec-transmit 
ip_precedence_value | transmit}] exceed-action {drop 
| policed-dscp | transmit}] violate-action {drop | 
policed-dscp | transmit}]

ポリシー マップ クラスからインターフェイス別のポリ
サーを削除します。
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せん。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、PFC、お
よび PFC がサポートする DFC を装備していないスイッチング モジュールについて、表示で
きます。

 • 個々の PFC または DFC ポリシングは独立して実行されます。これにより、PFC およびすべ
ての DFC 間で分散されているトラフィックに適用される QoS 機能が影響を受けることがあ
ります。このような QoS 機能には、次のようなものがあります。

 – ポート チャネル インターフェイスに適用されたポリサー

 – スイッチ仮想インターフェイスに適用されたポリサー

 – レイヤ 3 インターフェイスまたは SVI のいずれかに適用された出力ポリサー。PFC QoS 
は、PFC または入力 DFC 上の入力インターフェイスにおいて、出力ポリシングの決定を
行います。

この制限の影響を受けるポリサーは、集約レートを提供します。これは、独立したすべての
ポリシング レートの合計です。

 • 入力および出力ポリシング両方を同じトラフィックに適用した場合、入力および出力ポリ
シーの両方がトラフィックのマークダウンまたはトラフィックのドロップのいずれかを実行
する必要があります。PFC QoS では、出力ドロップを使用した入力マークダウン、または出
力マークダウンを使用した入力ドロップをサポートしません。

 • IPv6 トラフィックには、集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーを適用できます。

 • ポリシングでは、レイヤ 2 フレーム サイズを使用します。

 • レートおよびバースト サイズの粒度については、「PFC QoS 設定時の注意事項および制約事
項」（p.36-61）を参照してください。

 • マイクロフロー ポリサーを定義するには、flow キーワードを入力します（マイクロフロー ポ
リシングは ARP トラフィックには適用できません）。マイクロフロー ポリサーを設定する場
合、次の点に注意してください。

 – 送信元アドレスのみに基づいてフローの識別を行うには、mask src-only キーワードを入
力します。これによりマイクロフロー ポリサーが、各送信元アドレスからのすべてのト
ラフィックに適用されます。PFC QoS では、IP トラフィックおよび MAC トラフィック
両方に対して mask src-only キーワードをサポートします。

 – 宛先アドレスのみに基づいてフローの識別を行うには、mask dest-only キーワードを入力
します。これによりマイクロフロー ポリサーが、各送信元アドレスからのすべてのトラ
フィックに適用されます。PFC QoS では、IP トラフィックおよび MAC トラフィック両
方に対して mask dest-only キーワードをサポートします。

 – デフォルトおよび mask full-flow キーワードを使用する場合は、PFC QoS は送信元 IP ア
ドレス、宛先 IP アドレス、レイヤ 3 プロトコル、レイヤ 4 ポート番号に基づいて IP フ
ローの識別を行います。

 – PFC QoS は、プロトコルおよび送信元と宛先 MAC レイヤ アドレスが同じである MAC レ
イヤ トラフィックについては、EtherType が違っていても、同じフローの一部であるとみ
なします。

 – microflow ポリサーでは、maximum_burst_bytes パラメータ、pir bits_per_second キーワー
ドおよびパラメータ、または violate-action キーワードはサポートされません。

（注） マイクロフロー ポリシング、NetFlow、および NDE のフローマスク要件は、競合する
可能性があります。

 • 有効な CIR bits_per_second パラメータ値の範囲は、次のとおりです。

 – 小 — 32 Kbps（32000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH1 以前での 大 — 10 Gbps（10000000000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH2 以降での 大 — 64 Gbps（64000000000 と入力）
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 • normal_burst_bytes パラメータでは、CIR トークン バケット サイズを設定します。

 • maximum_burst_bytes パラメータでは、PIR トークン バケット サイズを設定します（flow キー
ワードではサポートされません）。

 • トークン バケット サイズを設定する場合、次の点に注意してください。

 – 小トークン バケット サイズは 1 KB（1000 と入力）（maximum_burst_bytes パラメータ
は、normal_burst_bytes パラメータより大きい値に設定する必要があります）。

 – 大トークン バケット サイズは 32 MB（32000000 と入力）。

 – 特定のレートを維持するには、トークン バケット サイズがレート値を 4000 で割った値
よりも大きくなるように設定します。トークンは 1 秒の 4000 分の 1（0.25 ミリ秒）ごと
にバケットから削除されるからです。

 – トークン バケットは 1 つ以上のフレームを格納できる容量が必要なので、パラメータに
は、ポリシングするトラフィックの 大サイズより大きい値を設定してください。

 – TCP トラフィックの場合は、トークン バケット サイズを TCP ウィンドウ サイズの倍数
になるように設定します。 小値はポリシングするトラフィックの 大サイズの 2 倍以
上にする必要があります。

 • （flow キーワードではサポートされません。）有効な pir bits_per_second パラメータ値の範囲
は、次のとおりです。

 – 小 — 32 Kbps（32000 と入力、CIR bits_per_second パラメータより小さい値は使用でき
ません）

 – Release 12.2(33)SXH1 以前での 大 — 10 Gbps（10000000000 と入力）

 – Release 12.2(33)SXH2 以降での 大 — 64 Gbps（64000000000 と入力）

 • （任意）一致するイン プロファイル トラフィックに対応する conform アクションを、次のよ
うに指定できます。

 – デフォルトの conform アクションは、transmit です。このアクションでは、ポリシー 
マップ クラスに trust コマンドが含まれている場合を除いて、ポリシー マップ クラスの
信頼状態が trust dscp に設定されます。

 – 信頼できないトラフィックで PFC QoS ラベルを設定するには、set-dscp-transmit キー
ワードを入力し、一致する信頼できないトラフィックに新しい DSCP 値をマークするか、
または set-prec-transmit キーワードを入力し、一致する信頼できないトラフィックに新
しい IP precedence 値をマークします。set-dscp-transmit キーワードおよび 
set-prec-transmit キーワードは IP トラフィックに対してのみサポートされます。PFC QoS 
は、設定された値に基づいて出力 ToS および CoS を設定します。

 – 一致するトラフィックをすべてドロップするには、drop キーワードを入力します。

 – 同じトラフィックに適用する集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーで、それぞれ
同じ conform アクションの動作が指定されていることを確認してください。

 • （任意）CIR を超過するトラフィックに対しては、exceed アクションを次のように指定できま
す。

 – ポリシングを行わずにマーキングするには、transmit キーワードを入力して、一致した
すべてのプロファイル外トラフィックを送信します。

 – デフォルトの exceed アクションは、maximum_burst_bytes パラメータを使用しない場合は 
drop です（maximum_burst_bytes パラメータでは、drop はサポートされません）。

（注） exceed アクションが drop の場合、PFC QoS は設定された violate アクションを無視し
ます。

 – 一致したすべてのプロファイル外トラフィックを、マークダウン マップの指定に従って
マークダウンするには、policed-dscp-transmit キーワードを入力します。
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（注） pir キーワードを使用せずにポリサーを作成し、かつ maximum_burst_bytes パラメータ
が normal_burst_bytes パラメータに等しい場合（maximum_burst_bytes パラメータを入
力しない場合）、exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用すると、PFC 
QoS は policed-dscp max-burst マークダウン マップの定義に従ってトラフィックを
マークダウンします。

 • （任意 — flow キーワードではサポートされません。）PIR を超過するトラフィックに対して、
violate アクションを次のように指定できます。

 – ポリシングを行わずにマーキングするには、transmit キーワードを入力して、一致した
すべてのプロファイル外トラフィックを送信します。

 – デフォルトの violate アクションは、exceed アクションと同じものです。

 – 一致したすべてのプロファイル外トラフィックを、マークダウン マップの指定に従って
マークダウンするには、policed-dscp-transmit キーワードを入力します。

次に、max-pol-ipp5 という名前のポリシー マップを作成する例を示します。このポリシー マッ
プは、クラス マップ ipp5 を使用し、受信した IP precedence 値に基づいて信頼状態を設定し、
大容量に関する集約ポリサーおよびマイクロフロー ポリサーを設定します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# policy-map max-pol-ipp5 
Router(config-pmap)# class ipp5 
Router(config-pmap-c)# trust ip-precedence 
Router(config-pmap-c)# police 2000000000 2000000 conform-action set-prec-transmit 6 
exceed-action policed-dscp-transmit 
Router(config-pmap-c)# police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 
exceed-action policed-dscp-transmit 
Router(config-pmap-c)# end 

ポリシー マップの設定の確認

ポリシー マップの設定を確認するには、次の作業を行います。

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show policy-map max-pol-ipp5 
 Policy Map max-pol-ipp5
  class  ipp5

  class ipp5
    police flow 10000000 10000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action 
policed-dscp-transmit
    trust precedence
    police 2000000000 2000000 2000000 conform-action set-prec-transmit 6 exceed-action 
policed-dscp-transmit

Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config-pmap-c)# end ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

（注） ポリシー マップにクラスを追加するには、
追加の class コマンドを入力します。

ステップ 2 Router# show policy-map policy_name 設定を確認します。
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インターフェイスへのポリシー マップの付加

ポリシー マップをインターフェイスに付加するには、次の作業を行います。

ポリシー マップをインターフェイスに付加するには、次の点に注意してください。

 • EtherChannel のメンバーであるポートに、サービス ポリシーを付加しないでください。

 • PFC QoS は、レイヤ 3 インターフェイス（レイヤ 3 インターフェイスとして設定された LAN 
ポートまたは VLAN インターフェイスのいずれか）上でのみ output キーワードをサポートし
ます。レイヤ 3 インターフェイス には、入力および出力ポリシー マップの両方を付加できま
す。

 • レイヤ 2 ポート上の VLAN ベースまたはポートベースの PFC QoS は、output キーワードを使
用してレイヤ 3 インターフェイスに付加されたポリシーとは関係ありません。

 • output キーワードが付いたポリシーでは、マイクロフロー ポリシングはサポートされませ
ん。

 • service-policy output コマンドを使用して、信頼状態を設定するポリシー マップを付加するこ
とはできません。

 • output キーワードを使用して付加されたポリシーの IP precedence または DSCP に基づいた
フィルタリングでは、受信した IP precedence 値または DSCP 値が使用されます。output キー
ワードを使用して付加されたポリシーの IP precedence または DSCP に基づいたフィルタリン
グは、入力 QoS による IP precedence または DSCP の変更には基づいていません。

 • 集約ポリシングは、DFC を装備した各スイッチング モジュール上、および PFC（DFC を装
備していないスイッチング モジュールをサポート）上で独立して動作します。集約ポリシン
グでは、DFC を装備した異なるスイッチング モジュールからのフロー統計情報は合算されま
せん。集約ポリシングの統計情報は、DFC を装備した各スイッチング モジュール、PFC、お
よび PFC がサポートする DFC を装備していないスイッチング モジュールについて、表示で
きます。

 • 個々の PFC または DFC ポリシングは独立して実行されます。これにより、PFC およびすべ
ての DFC 間で分散されているトラフィックに適用される QoS 機能が影響を受けることがあ
ります。このような QoS 機能には、次のようなものがあります。

 – ポート チャネル インターフェイスに適用されたポリサー

 – スイッチ仮想インターフェイスに適用されたポリサー

 – レイヤ 3 インターフェイスまたは SVI のいずれかに適用された出力ポリサー。PFC QoS 
は、PFC または入力 DFC 上の入力インターフェイスにおいて、出力ポリシングの決定を
行います。

この制限の影響を受けるポリサーは、集約レートを提供します。これは、独立したすべての
ポリシング レートの合計です。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port[.subinterface]} | {port-channel 
number[.subinterface]}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# service-policy [input | 
output] policy_map_name 

ポリシー マップをインターフェイスに付加しま
す。

Router(config-if)# no service-policy [input | 
output] policy_map_name 

インターフェイスからポリシー マップを削除し
ます。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show policy-map interface {{vlan vlan_ID} 
| {type1 slot/port} | {port-channel number}} 

設定を確認します。
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 • 入力および出力ポリシング両方を同じトラフィックに適用した場合、入力および出力ポリ
シーの両方がトラフィックのマークダウンまたはトラフィックのドロップのいずれかを実行
する必要があります。PFC QoS では、出力ドロップを使用した入力マークダウン、または出
力マークダウンを使用した入力ドロップをサポートしません。

次に、ポリシー マップ pmap1 をポート FastEthernet 5/36 に付加する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# service-policy input pmap1 
Router(config-if)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show policy-map interface fastethernet 5/36 
 FastEthernet5/36 
  service-policy input: pmap1
    class-map: cmap1 (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute rate 0 bps
      match: ip precedence 5
  class cmap1
    police 8000 8000 conform-action transmit exceed-action drop
    class-map: cmap2 (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute rate 0 bps
      match: ip precedence 2
        0 packets, 0 bytes
        5 minute rate 0 bps
  class cmap2
    police 8000 10000 conform-action transmit exceed-action drop
Router#

出力 DSCP 変換の設定

ここでは、出力 DSCP 変換の設定手順について説明します。

 • 名前付き DSCP 変換マップの設定（p.36-92）
 • インターフェイスへの出力 DSCP 変換マップの付加（p.36-93）

名前付き DSCP 変換マップの設定

名前付き DSCP 変換マップを設定するには、次の作業を行います。

名前付き DSCP 変換マップを設定する場合、次の点に注意してください。

 • 変換された DSCP 値にマッピングする、 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値を変換された DSCP 値にマッピングできます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map dscp-mutation 
map_name dscp1 [dscp2 [dscp3 [dscp4 [dscp5 [dscp6 
[dscp7 [dscp8]]]]]]] to mutated_dscp 

名前付き DSCP 変換マップを設定します。

Router(config)# no mls qos map dscp-mutation 
map_name 

デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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 • 変換された DSCP 値ごとに個別のコマンドを入力できます。

次に、DSCP 30 を変換された DSCP 値 8 にマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map dscp-mutation mutmap1 30 to 8 
Router(config)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos map | begin DSCP mutation 
DSCP mutation map mutmap1:                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
      3 :    08 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
      6 :    60 61 62 63 

（テキスト出力は省略）
Router#

（注） DSCP 変換マップの出力で、マトリクスの本体に表示されるのがマークダウンされた DSCP 値で
す。元の DSCP 値の 初の桁の数字は d1 のカラムに、2 番めの桁の数字は一番上の行に表示され
ます。上記の例では、DSCP 30 は DSCP 08 にマッピングされています。

インターフェイスへの出力 DSCP 変換マップの付加

出力 DSCP 変換マップをインターフェイスに付加するには、次の作業を行います。

次に、mutmap1 という名前の出力 DSCP 変換マップをポート FastEthernet 5/36 に付加する例を示
します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# mls qos dscp-mutation mutmap1 
Router(config-if)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port[.subinterface]} | 
{port-channel number[.subinterface]}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos dscp-mutation 
mutation_map_name 

出力 DSCP 変換マップをインターフェイスに付加
します。

Router(config-if)# no mls qos dscp-mutation 
mutation_map_name 

インターフェイスから出力 DSCP 変換マップを削
除します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface {{vlan 
vlan_ID} | {type1 slot/port} | {port-channel 
number}} 

設定を確認します。
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IEEE 802.1Q トンネル ポートの入力 CoS 変換の設定

受信した CoS を信頼するように設定された IEEE 802.1Q トンネル ポートは、入力 CoS 変換をサ
ポートします（サポート対象モジュールのリストについては、「IEEE 802.1Q トンネル ポートへの
入力 CoS 変換マップの適用」[p.36-96] を参照）。

受信した CoS を信頼するように設定された IEEE 802.1Q トンネル ポート上で入力 CoS 変換を設定
する場合、PFC QoS は、入力ドロップしきい値内および任意の trust-CoS マーキングおよびポリシ
ング用の受信した CoS 値ではなく、変換された CoS 値を使用します。

ここでは、入力 CoS 変換の設定手順について説明します。

 • 入力 CoS 変換の設定に関する注意事項および制約事項（p.36-94）
 • 入力 CoS 変換マップの設定（p.36-95）
 • IEEE 802.1Q トンネル ポートへの入力 CoS 変換マップの適用（p.36-96）

入力 CoS 変換の設定に関する注意事項および制約事項

入力 CoS 変換を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • IEEE 802.1Q トンネル ポートとして設定されていないポートは、入力 CoS 変換をサポートし
ません。

 • 受信した CoS を信頼するよう設定されていないポートは、入力 CoS 変換をサポートしませ
ん。

 • 入力 CoS 変換では、カスタマー フレームにより伝送された CoS 値を変更しません。カスタ
マー トラフィックが 802.1Q トンネルから送出される場合、元の CoS がそのまま残ります。

 • WS-X6704-10GE、WS-X6748-SFP、WS-X6724-SFP、および WS-X6748-GE-TX スイッチング 
モジュールで入力 CoS 変換がサポートされます。

 • 入力 CoS 変換の設定は、ポート グループ内のすべてのポートに適用されます。ポート グ
ループは次のとおりです。

 – WS-X6704-10GE — 4 ポート、4 ポート グループ、各グループに 1 ポート

 – WS-X6748-SFP — 48 ポート、4 ポート グループ：ポート 1 ～ 12、13 ～ 24、25 ～ 36、お
よび 37 ～ 48

 – WS-X6724-SFP — 24 ポート、2 ポート グループ：ポート 1 ～ 12 および 13 ～ 24
 – WS-X6748-GE-TX — 48 ポート、4 ポート グループ：ポート 1 ～ 12、13 ～ 24、25 ～ 36、

および 37 ～ 48
 • 入力 CoS 変換の設定エラーを回避するために、メンバー ポートのすべてが入力 CoS 変換をサ

ポートしている、またはメンバー ポートのすべてが入力 CoS 変換をサポートしていない 
EtherChannel だけを作成してください。入力 CoS 変換に対するサポートが混在する 
EtherChannel を作成しないでください。

 • EtherChannel のメンバーであるポート上で 入力 CoS 変換を設定する場合、入力 CoS 変換は
ポートチャネル インターフェイスに適用されます。

 • ポートチャネル インターフェイス上で、入力 CoS 変換を設定できます。

 • ポートチャネル インターフェイス上で入力 CoS 変換が設定されている場合、次の動作が発生
します。

 – 入力 CoS 変換の設定は、EtherChannel のすべてのメンバー ポートのポート グループに適
用されます。任意のメンバー ポートが、入力 CoS 変換をサポートできない場合、設定は
エラーになります。

 – ポート グループ内のあるポートが、2 番めの EtherChannel のメンバーである場合、入力 
CoS 変換の設定は、2 番めのポートチャネル インターフェイスおよび 2 番めの 
EtherChannel のすべてのメンバー ポートのポート グループに適用されます。2 番めの 
EtherChannel の任意のメンバー ポートが入力 CoS 変換をサポートできない場合、1 番め
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の EtherChannel 上の設定がエラーになります。1 番めの EtherChannel のメンバー ポート
があるポート グループ内の非メンバー ポートで、設定が行われた場合、この設定は非メ
ンバー ポート上でエラーになります。

 – ポートが CoS を信用するように設定されているかどうか、または IEEE 802.1Q トンネル 
ポートとして設定されているかどうかにかかわらず、入力 CoS 変換の設定はポート グ
ループ、メンバー ポート、ポートチャネル インターフェイスを通して、制限なく伝播し
ます。

 • 入力 CoS 変換を設定する予定の EtherChannel では、入力 CoS 変換をサポートしていないメン
バー ポートがある他の EtherChannel のメンバー ポートを含むポート グループ内のポートを
メンバーとすることができません（この制約は、ポートグループにリンクされるすべてのメ
ンバー ポートおよびポートチャネルインターフェイスにリンクされるすべてのポートに、制
限なく適用されます）。

 • 入力 CoS 変換を設定する予定のポートは、入力 CoS 変換をサポートしていないメンバーがあ
る EtherChannel のメンバー ポートを含むポート グループ内に組み込むことはできません（こ
の制約は、ポートグループにリンクされるすべてのメンバー ポートおよびポートチャネルイ
ンターフェイスにリンクされるすべてのポートに、制限なく適用されます）。

 • ポートグループにリンクされるメンバー ポートおよびポートチャネルインターフェイスにリ
ンクされるポートすべてに適用される入力 CoS 変換の設定は、1 つだけです。

入力 CoS 変換マップの設定

入力 CoS 変換マップを設定するには、次の作業を行います。

次に、testmap という名前の CoS 変換マップを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map cos-mutation testmap 4 5 6 7 0 1 2 3 
Router(config)# end 
Router# 

次に、マップの設定を確認する例を示します。

Router(config)# show mls qos maps cos-mutation 
COS mutation map testmap 
cos-in  :   0  1  2  3  4  5  6  7
------------------------------------
cos-out :   4  5  6  7  0  1  2  3
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map cos-mutation 
mutation_map_name mutated_cos1 mutated_cos2 
mutated_cos3 mutated_cos4 mutated_cos5 
mutated_cos6 mutated_cos7 mutated_cos8 

入力 CoS 変換マップを設定します。PFC QoS が
入力 CoS 値 0 ～ 7 をマッピングする、8 つの変換 
CoS 値を入力する必要があります。

Router(config)# no mls qos map cos-mutation 
map_name 

名前付きマップを削除します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps cos-mutation 設定を確認します。
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IEEE 802.1Q トンネル ポートへの入力 CoS 変換マップの適用

IEEE 802.1Q トンネル ポートに入力 CoS 変換マップを付加するには、次の作業を行います。

次に、testmap という名前の入力 CoS 変換マップを、ポート GigabitEthernet 1/1 に付加する例を示
します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# mls qos cos-mutation testmap 
Router(config-if)# end 
Router# show mls qos maps cos-mutation 
COS mutation map testmap 
cos-in  :   0  1  2  3  4  5  6  7
------------------------------------
cos-out :   4  5  6  7  0  1  2  3

testmap is attached on the following interfaces
Gi1/1 
Router#

DSCP 値マッピングの設定

ここでは、DSCP 値を他の値にマッピングする方法について説明します。

 • 受信 CoS 値から内部 DSCP 値へのマッピング（p.36-97）
 • 受信 IP precedence 値から内部 DSCP 値へのマッピング（p.36-97）
 • DSCP マークダウン値の設定（p.36-98）
 • 内部 DSCP 値から出力 CoS 値へのマッピング（p.36-99）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}}

1. type = gigabitethernet または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos cos-mutation 
mutation_map_name 

入力 CoS 変換マップをインターフェイスに付加
します。

Router(config-if)# no mls qos cos-mutation 
mutation_map_name 

インターフェイスから入力 CoS 変換マップを削
除します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface 
{{type1 slot/port} | {port-channel number}} 
Router# show mls qos maps cos-mutation 

設定を確認します。
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受信 CoS 値から内部 DSCP 値へのマッピング

受信した CoS 値から、PFC QoS が PFC 上で内部的に使用する DSCP 値へのマッピングを設定する
には、次の作業を行います。

次に、受信した CoS 値から内部 DSCP 値へのマッピングを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map cos-dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 
Router(config)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos maps | begin Cos-dscp map 
   Cos-dscp map:
        cos:   0  1  2  3  4  5  6  7 
     ----------------------------------
       dscp:   0  1  2  3  4  5  6  7

（テキスト出力は省略）
Router#

受信 IP precedence 値から内部 DSCP 値へのマッピング

受信した IP precedence 値から、PFC QoS が PFC 上で内部的に使用する DSCP 値へのマッピングを
設定するには、次の作業を行います。

次に、受信した IP precedence 値から内部 DSCP 値へのマッピングを設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map ip-prec-dscp 0 1 2 3 4 5 6 7 
Router(config)# end 
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map cos-dscp dscp1 dscp2 
dscp3 dscp4 dscp5 dscp6 dscp7 dscp8 

受信した CoS 値から内部 DSCP 値へのマッピング
を設定します。PFC QoS が CoS 値 0 ～ 7 をマッピ
ングする、8 つの DSCP 値を入力する必要があり
ます。

Router(config)# no mls qos map cos-dscp デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map ip-prec-dscp dscp1 
dscp2 dscp3 dscp4 dscp5 dscp6 dscp7 dscp8 

受信した IP precedence 値から内部 DSCP 値への
マッピングを設定します。PFC QoS が受信した 
IP precedence 値 0 ～ 7 をマッピングする、8 つの
内部 DSCP 値を入力する必要があります。

Router(config)# no mls qos map ip-prec-dscp デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos maps | begin IpPrecedence-dscp map 
   IpPrecedence-dscp map:
     ipprec:   0  1  2  3  4  5  6  7 
     ----------------------------------
       dscp:   0  1  2  3  4  5  6  7

（テキスト出力は省略）
Router#

DSCP マークダウン値の設定

ポリサーが使用する DSCP マークダウン値のマッピングを設定するには、次の作業を行います。

DSCP マークダウン値のマッピングを設定する場合、次の点に注意してください。

 • exceed-action policed-dscp-transmit キーワードによって使用されるマークダウン値のマッピ
ングを設定するには、normal-burst キーワードを使用します。

 • violate-action policed-dscp-transmit キーワードによって使用されるマークダウン値のマッピ
ングを設定するには、max-burst キーワードを使用します。

（注） pir キーワードを使用せずにポリサーを作成し、かつ maximum_burst_bytes パラメータ
が normal_burst_bytes パラメータに等しい場合（maximum_burst_bytes パラメータを入
力しない場合）、exceed-action policed-dscp-transmit キーワードを使用すると、PFC 
QoS は policed-dscp max-burst マークダウン マップの定義に従ってトラフィックを
マークダウンします。

 • パケットの順序誤りを防ぐため、適合するトラフィックおよび適合しないトラフィックが同
じキューを使用するように、マークダウン値のマッピングを設定してください。

 • マークダウンされた DSCP 値にマッピングする、 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値をマークダウンされた DSCP 値にマッピングで
きます。

 • マークダウンされた DSCP 値ごとに個別のコマンドを入力できます。

（注） マークダウンされた DSCP 値は、マークダウン ペナルティと矛盾しない CoS 値にマッピングする
ように設定してください。

次に、DSCP 1 をマークダウンされた DSCP 値 0 にマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map policed-dscp normal-burst 1 to 0 
Router(config)# end 
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map policed-dscp 
{normal-burst | max-burst} dscp1 [dscp2 [dscp3 
[dscp4 [dscp5 [dscp6 [dscp7 [dscp8]]]]]]] to 
markdown_dscp 

DSCP マークダウン値のマッピングを設定しま
す。

Router(config)# no mls qos map policed-dscp 
{normal-burst | max-burst} 

デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos map 
   Normal Burst Policed-dscp map:                                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
      6 :    60 61 62 63 

   Maximum Burst Policed-dscp map:                                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
      1 :    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
      2 :    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
      3 :    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
      4 :    40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
      5 :    50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
      6 :    60 61 62 63 

（テキスト出力は省略）
Router#

（注） Policed-dscp の出力で、マトリクスの本体に表示されるのがマークダウンされた DSCP 値です。
元の DSCP 値の 初の桁の数字は d1 のカラムに、2 番めの桁の数字は一番上の行に表示されま
す。上記の例では、DSCP 41 は DSCP 41 にマッピングされています。

内部 DSCP 値から出力 CoS 値へのマッピング

PFC QoS が PFC 上で内部的に使用する DSCP 値から、出力 LAN ポートのスケジューリングおよ
び輻輳回避に使用される CoS 値へのマッピングを設定するには、次の作業を行います。

内部 DSCP 値から出力 CoS 値へのマッピングを設定する場合、次の点に注意してください。

 • PFC QoS が CoS 値にマッピングする DSCP 値は、8 つまで入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値を CoS 値にマッピングできます。

 • CoS 値ごとに個別のコマンドを入力できます。

次に、内部 DSCP 値 0、8、16、24、32、40、48、および 54 を、出力 CoS 値 0 にマッピングする
例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls qos map dscp-cos 0 8 16 24 32 40 48 54 to 0 
Router(config)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map dscp-cos dscp1 [dscp2 
[dscp3 [dscp4 [dscp5 [dscp6 [dscp7 [dscp8]]]]]]] 
to cos_value 

内部 DSCP 値から出力 CoS 値へのマッピングを設
定します。

Router(config)# no mls qos map dscp-cos デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos map | begin Dscp-cos map 
   Dscp-cos map:                                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 
      1 :    01 01 01 01 01 01 00 02 02 02 
      2 :    02 02 02 02 00 03 03 03 03 03 
      3 :    03 03 00 04 04 04 04 04 04 04 
      4 :    00 05 05 05 05 05 05 05 00 06 
      5 :    06 06 06 06 00 06 07 07 07 07 
      6 :    07 07 07 07

（テキスト出力は省略）
Router#

（注） Dscp-cos map の出力で、マトリクスの本体に表示されるのが CoS 値です。DSCP 値の 初の桁の
数字は d1 のカラムに、2 番めの桁の数字は一番上の行に表示されます。上記の例では、DSCP 値 
41 ～ 47 は、いずれも CoS 05 にマッピングしています。

イーサネット LAN ポートの信頼状態の設定

デフォルトでは、すべてのポートは信頼できない（untrusted）状態です。すべてのイーサネット 
LAN ポートに対し、ポートの信頼状態を設定できます。

（注） 非ギガビット イーサネット 1q4t/2q2t ポートの場合は、信頼状態をクラス マップ内でも繰り返し
設定する必要があります。

ポートの信頼状態を設定するには、次の作業を行います。

ポートの信頼状態を設定する場合、次の点に注意してください。

 • 他のキーワードを指定しない場合、mls qos trust コマンドは mls qos trust dscp コマンドと同
じです。

 • WS-X6708-10GE、WS-X6716-10GE、および Supervisor Engine 720-10GE ポートで mls qos trust 
dscp  コマンドを使用して、DSCP ベースの受信キューのドロップしきい値をイネーブルにで
きます（「DSCP ベースのキュー マッピングの設定」[p.36-108] を参照）。DSCP ベースの

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、ge-wan、pos、または atm 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos trust [dscp | 
ip-precedence | cos2] 

2. serial、pos、または atm インターフェイス タイプではサポートされません。

ポートの信頼状態を設定します。

Router(config-if)# no mls qos trust デフォルトの信頼状態（untrusted）に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface type1 slot/port | 
include Trust state 

設定を確認します。
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キュー マッピングがイネーブルにされている場合に、DSCP 値の矛盾によるトラフィックの
ドロップを防ぐには、受信するトラフィックが明らかにネットワーク ポリシーと矛盾しない 
DSCP 値である場合に限り、mls qos trust cos コマンドを使用してポートを設定します。

 • mls qos trust cos コマンドを使用すると、CoS ベースの受信キューのドロップしきい値がイ
ネーブルになります。CoS 値の矛盾によるトラフィックのドロップを防ぐには、受信するト
ラフィックが明らかにネットワーク ポリシーと矛盾しない CoS 値を伝送する ISL または 
802.1Q フレームである場合に限り、mls qos trust cos コマンドを使用してポートを設定しま
す。

 • mls qos trust cos コマンドで設定される IEEE 802.1Q トンネル ポートに、受信された CoS 値で
はなく変換された CoS 値を使用するよう設定できます（「IEEE 802.1Q トンネル ポートの入力 
CoS 変換の設定」[p.36-94] を参照）。

 • ポート状態を untrusted に戻すには、no mls qos trust コマンドを使用します。

次に、trust cos キーワードを使用してポート GigabitEthernet 1/1 を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# mls qos trust cos 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/1 | include trust 
  Trust state: trust COS
Router# 

入力 LAN ポート CoS 値の設定

（注） PFC QoS が mls qos cos コマンドによって適用された CoS 値を使用するかどうかは、ポートの信頼
状態とそのポート経由で受信したトラフィックの信頼状態によって決まります。mls qos cos コマ
ンドを入力しても、ポートの信頼状態またはポート経由で受信したトラフィックの信頼状態は設
定されません。

mls qos cos コマンドを使用して適用された CoS 値を内部 DSCP の基準として使用するには、次の
設定を行います。

 • タグなし入力トラフィックのみを受信するポートでは、入力ポートを信頼できるポートとし
て設定するか、または入力トラフィックと一致する trust CoS ポリシー マップを設定します。

 • タグ付き入力トラフィックを受信するポートでは、入力トラフィックと一致する trust CoS ポ
リシー マップを設定します。

trusted として設定されている入力 LAN ポートからのタグなしフレーム、および untrusted として
設定されている入力 LAN ポートからの全フレームに PFC QoS が割り当てる CoS 値を設定できま
す。

入力 LAN ポートの CoS 値を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos cos port_cos 入力 LAN ポートの CoS 値を設定します。

Router(config-if)# no mls qos cos port_cos デフォルトのポート CoS 値に戻します。
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次に、ポート FastEthernet 5/24 に CoS 値 5 を設定し、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/24 
Router(config-if)# mls qos cos 5 
Router(config-if)# end 
Router# show queueing interface fastethernet 5/24 | include Default COS 
  Default COS is 5
Router# 

標準キューのドロップしきい値の割合設定

ここでは、標準キューのドロップしきい値の割合を設定する手順を説明します。

 • テールドロップ受信キューの設定（p.36-103）
 • WRED ドロップ送信キューの設定（p.36-104）
 • WRED ドロップおよびテールドロップ受信キューの設定（p.36-104）
 • WRED ドロップおよびテールドロップ送信キューの設定（p.36-105）
 • 1q4t/2q2t テールドロップしきい値の割合設定（p.36-106）

（注） • ポートのキュー構造を表示するには、show queueing interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port | include type コマンドを使用します。

 • 1p1q0t ポートに、設定変更可能なしきい値はありません。

 • 1p3q1t（送信）、1p2q1t（送信）、1p7q2t（受信）、および 1p1q8t（受信）ポートにも、設定
変更できないテールドロップしきい値があります。

しきい値を設定する場合、次の点に注意してください。

 • キュー番号 1 は、プライオリティが一番低い標準キューです。

 • キュー番号が大きくなると、標準キューのプライオリティが高くなります。

複数のしきい値標準キューを設定する場合、次の点に注意してください。

 • 初に入力したパーセント値は、プライオリティが一番低いしきい値を設定します。

 • 2 番めに入力したパーセント値は、2 番めにプライオリティが高いしきい値を設定します。

 • 後に入力したパーセント値は、プライオリティが一番高いしきい値を設定します。

 • 1 ～ 100 の範囲のパーセント値を使用します。10 という値は、バッファが 10% 満たされてい
る場合のしきい値を意味します。

 • プライオリティが一番高いしきい値は、常に 100% に設定してください。

WRED ドロップしきい値を設定する場合、次の点に注意してください。

 • WRED ドロップしきい値には、それぞれロー WRED 値およびハイ WRED 値があります。

 • ローおよびハイ WRED 値は、キュー容量のパーセント値で表されます（範囲は 1 ～ 100）。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queuing interface {ethernet | 
fastethernet | gigabitethernet} slot/port 

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的
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 • ロー WRED 値は、トラフィック レベルがその値より下がるとトラフィックがまったくド
ロップされなくなる限界を表します。ロー WRED 値には、ハイ WRED 値より小さい値を指
定する必要があります。

 • ハイ WRED 値は、トラフィック レベルがその値を超過するとすべてのトラフィックがド
ロップされる限界を表します。

 • ロー WRED 値とハイ WRED 値の中間にあるキュー内のトラフィックは、キューが満たされ
るにつれて、ドロップされる可能性が高くなります。

テールドロップ受信キューの設定

次のポート タイプには、受信キューにテールドロップしきい値のみがあります。

 • 1q2t 
 • 1p1q4t 
 • 2q8t 
 • 1q8t 

ドロップしきい値を設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 1/1 について、受信キュードロップしきい値を設定する例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# rcv-queue threshold 1 60 75 85 100 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/1 | begin Receive queues 
Receive queues [type = 1p1q4t]:
    Queue Id    Scheduling  Num of thresholds
    -----------------------------------------
       1         Standard            4
       2         Priority            1

  Trust state: trust COS

    queue tail-drop-thresholds
    --------------------------
    1     60[1] 75[2] 85[3] 100[4] 

（テキスト出力は省略）
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# rcv-queue threshold queue_id 
thr1% thr2% thr3% thr4% {thr5% thr6% thr7% thr8%}

受信キューのドロップしきい値の割合を設定しま
す。

Router(config-if)# no rcv-queue threshold 
[queue_id] 

受信キューのテールドロップしきい値をデフォル
トの割合に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface {fastethernet | 
gigabitethernet} slot/port 

設定を確認します。
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WRED ドロップ送信キューの設定

次のポート タイプには、送信キューに WRED ドロップしきい値のみがあります。

 • 1p2q2t（送信）

 • 1p2q1t（送信）

WRED ドロップおよびテールドロップ受信キューの設定

次のポート タイプは、受信キューに WRED ドロップおよびテールドロップしきい値の両方があ
ります。

 • 8q4t（受信）

 • 8q8t（受信）

 • 1p7q2t（受信）

 • 1p1q8t（受信）

ドロップしきい値を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue random-detect 
min-threshold queue_id thr1% [thr2%] 

ロー WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue random-detect 
min-threshold [queue_id] 

デフォルトのロー WRED ドロップしきい値に戻
します。

ステップ 3 Router(config-if)# wrr-queue random-detect 
max-threshold queue_id thr1% [thr2%] 

ハイ WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue random-detect 
max-threshold [queue_id]

デフォルトのハイ WRED ドロップしきい値に戻
します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# rcv-queue threshold queue_id 
thr1% thr2% thr3% thr4% thr5% thr6% thr7% thr8% 

テールドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no rcv-queue threshold 
[queue_id]

デフォルトのテールドロップしきい値に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# rcv-queue random-detect 
min-threshold queue_id thr1% thr2% thr3% thr4% 
thr5% thr6% thr7% thr8% 

ロー WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no rcv-queue random-detect 
min-threshold [queue_id] 

デフォルトのロー WRED ドロップしきい値に戻
します。

ステップ 4 Router(config-if)# rcv-queue random-detect 
max-threshold queue_id thr1% thr2% thr3% thr4% 
thr5% thr6% thr7% thr8% 

ハイ WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no rcv-queue random-detect 
max-threshold [queue_id]

デフォルトのハイ WRED ドロップしきい値に戻
します。
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WRED ドロップおよびテールドロップ送信キューの設定

次のポート タイプは、送信キューに WRED ドロップおよびテールドロップしきい値の両方があ
ります。

 • 1p3q1t（送信）

 • 1p3q8t（送信）

 • 1p7q8t（送信）

ドロップしきい値を設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 1/1 について、ロー プライオリティ送信キューのハイ WRED ドロッ
プしきい値を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# wrr-queue random-detect max-threshold 1 70 70 

ステップ 5 Router(config-if)# rcv-queue random-detect 
queue_id 

WRED ドロップしきい値をイネーブルにします。

Router(config-if)# no rcv-queue random-detect 
[queue_id] 

テールドロップしきい値をイネーブルにします。

ステップ 6 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue threshold queue_id 
thr1% [thr2% thr3% thr4% thr5% thr6% thr7% thr8%] 

テールドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue threshold 
[queue_id]

デフォルトのテールドロップしきい値に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# wrr-queue random-detect 
min-threshold queue_id thr1% [thr2% thr3% thr4% 
thr5% thr6% thr7% thr8%] 

ロー WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue random-detect 
min-threshold [queue_id] 

デフォルトのロー WRED ドロップしきい値に戻
します。

ステップ 4 Router(config-if)# wrr-queue random-detect 
max-threshold queue_id thr1% [thr2% thr3% thr4% 
thr5% thr6% thr7% thr8%] 

ハイ WRED ドロップしきい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue random-detect 
max-threshold [queue_id]

デフォルトのハイ WRED ドロップしきい値に戻
します。

ステップ 5 Router(config-if)# wrr-queue random-detect 
queue_id 

WRED ドロップしきい値をイネーブルにします。

Router(config-if)# no wrr-queue random-detect 
[queue_id] 

テールドロップしきい値をイネーブルにします。

ステップ 6 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
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Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/1 | begin Transmit queues 
  Transmit queues [type = 1p2q2t]:
    Queue Id    Scheduling  Num of thresholds
    -----------------------------------------
       1         WRR low             2
       2         WRR high            2
       3         Priority            1

    queue random-detect-max-thresholds
    ----------------------------------
      1    40[1] 70[2] 
      2    40[1] 70[2] 

（テキスト出力は省略）
Router# 

1q4t/2q2t テールドロップしきい値の割合設定

次に、1q4t/2q2t ポートでの受信キューおよび送信キューのドロップしきい値の関係を示します。

 • 受信キュー 1（標準）しきい値 1 = 送信キュー 1（標準ロー プライオリティ）しきい値 1
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 2 = 送信キュー 1（標準ロー プライオリティ）しきい値 2
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 3 = 送信キュー 2（標準ハイ プライオリティ）しきい値 1
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 4 = 送信キュー 2（標準ハイ プライオリティ）しきい値 2
1q4t/2q2t LAN ポートに標準受信キューおよび送信キューのテールドロップしきい値の割合を設
定するには、次の作業を行います。

受信キューおよび送信キューのテールドロップしきい値を設定する場合、次の点に注意してくだ
さい。

 • 送信キュー番号およびしきい値番号を使用する必要があります。

 • queue_id は、標準ロー プライオリティ キューについては 1、標準ハイ プライオリティ キュー
については 2 です。

 • 1 ～ 100 の範囲のパーセント値を使用します。10 という値は、バッファが 10% 満たされてい
る場合のしきい値を意味します。

 • しきい値は常に 2 ～ 100% の範囲で設定してください。

 • イーサネットおよびファスト イーサネット 1q4t ポートは、受信キュー テールドロップしき
い値をサポートしません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {ethernet | 
fastethernet | gigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue threshold queue_id 
thr1% thr2% 

受信キューおよび送信キューのテールドロップし
きい値を設定します。

Router(config-if)# no wrr-queue threshold 
[queue_id]

受信キューおよび送信キューのデフォルトのテー
ルドロップしきい値に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface {ethernet | 
fastethernet | gigabitethernet} slot/port 

設定を確認します。
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次に、ポート GigabitEthernet 2/1 について、受信キュー 1/ しきい値 1、および送信キュー 1/ しき
い値 1 を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 2/1 
Router(config-if)# wrr-queue threshold 1 60 100 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 2/1 
  Transmit queues [type = 2q2t]:

（テキスト出力は省略）

queue tail-drop-thresholds
    --------------------------
    1     60[1] 100[2] 
    2     40[1] 100[2] 

（テキスト出力は省略）

Receive queues [type = 1q4t]:

（テキスト出力は省略）

queue tail-drop-thresholds
    --------------------------
    1     60[1] 100[2] 40[3] 100[4] 

（テキスト出力は省略）
Router# 

QoS ラベルのキューおよびドロップしきい値へのマッピング

ここでは、QoS ラベルをキューおよびドロップしきい値にマッピングする方法について説明しま
す。

（注） ポートのキュー構造を表示するには、show queueing interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port | include type コマンドを使用します。

ここでは、QoS ラベルをキューおよびドロップしきい値にマッピングする方法について説明しま
す。

 • キューおよびドロップしきい値へのマッピングに関する注意事項および制約事項（p.36-107）
 • DSCP ベースのキュー マッピングの設定（p.36-108）
 • CoS ベースのキュー マッピングの設定（p.36-113）

キューおよびドロップしきい値へのマッピングに関する注意事項および制約事項

QoS ラベルをキューおよびしきい値にマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • SRR がイネーブルにされている場合は、CoS 値 または DSCP 値を完全優先キューにマッピン
グできません。

 • キュー番号 1 は、プライオリティが一番低い標準キューです。

 • キュー番号が大きくなると、標準キューのプライオリティが高くなります。

 • 大 8 つの CoS 値をしきい値にマッピングできます。
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 • 大 64 個の DSCP 値をしきい値にマッピングできます。

 • しきい値 0 は、次のポート タイプの場合、設定変更できない 100% テールドロップしきい値
を意味します。

 – 1p1q0t（受信）

 – 1p1q8t（受信）

 – 1p3q1t（送信）

 – 1p2q1t（送信）

 • 標準キューしきい値は、次のポート タイプでテールドロップまたは WRED ドロップしきい
値として設定できます。

 – 1p1q8t（受信）

 – 1p3q1t（送信）

 – 1p3q8t（送信）

 – 1p7q1t（送信）

DSCP ベースのキュー マッピングの設定 
ここでは、DSCP ベースのキュー マッピングを設定する手順について説明します。

 • 入力 DSCP ベースのキュー マッピングの設定（p.36-109）
 • 標準送信キューしきい値への DSCP 値のマッピング（p.36-111）
 • 送信完全優先キューへの DSCP 値のマッピング（p.36-112）

（注） • DSCP ベースのキュー マッピングは、WS-X6708-10GE ポート、WS-X6716-10GE ポート、お
よび Supervisor Engine 720-10GE ポートでサポートされます。

 • Supervisor Engine 720-10GE ポートに DSCP ベースのキュー マッピングを設定するには、
shutdown インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを Supervisor Engine 720-10GE 
ギガビット イーサネット ポートに対して入力します。次に、mls qos 10g-only グローバル コ
ンフィギュレーション コマンドを入力し、Supervisor Engine 720-10GE 上のギガビット イーサ
ネット ポートをディセーブルにします。

DSCP ベースのキュー マッピングのイネーブル化

DSCP ベースのキュー マッピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tengigabitethernet slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos queue-mode mode-dscp DSCP ベースのキュー マッピングをイネー
ブルにします。

Router(config-if)# no mls qos queue-mode mode-dscp CoS ベースのキュー マッピングに戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 4 Router# show queueing interface tengigabitethernet 
slot/port | include Queueing Mode 

設定を確認します。
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次に、10 ギガビット イーサネット ポート 6/1 上で DSCP ベースのキュー マッピングをイネーブ
ルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 6/1 
Router(config-if)# mls qos queue-mode mode-dscp 
Router(config-if)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface tengigabitethernet 6/1 | include Queueing Mode 
    Queueing Mode In Tx direction: mode-dscp
    Queueing Mode In Rx direction: mode-dscp

入力 DSCP ベースのキュー マッピングの設定

入力 DSCP とキューとのマッピングは、DSCP を信頼するように設定されたポートのみでサポー
トされます。

ここでは、入力 DSCP ベースのキュー マッピングを設定する手順について説明します。

 • DSCP ベースのキュー マッピングのイネーブル化（p.36-108）
 • 標準受信キューしきい値への DSCP 値のマッピング（p.36-110）

信頼 DSCP ポートの設定

DSCP を信頼するようにポートを設定するには、次の作業を行います。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 6/1 を、受信した DSCP 値を信頼するように設定する例
を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 6/1 
Router(config-if)# mls qos trust dscp 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 6/1 | include Trust state 
  Trust state: trust DSCP

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tengigabitethernet slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos trust dscp 受信した DSCP 値を信頼するようにポート
を設定します。

Router(config-if)# no mls qos trust デフォルトの信頼状態（untrusted）に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

ステップ 4 Router# show queueing interface tengigabitethernet 
slot/port | include Trust state 

設定を確認します。
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標準受信キューしきい値への DSCP 値のマッピング

DSCP 値を標準受信キューしきい値にマッピングするには、次の作業を行います。

DSCP 値をマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • キューおよびしきい値にマッピングする DSCP 値は、8 つまで入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値をキューおよびしきい値にマッピングできます。

 • キューおよびしきい値ごとに個別のコマンドを入力する必要があります。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/6 に対して、標準受信キューのしきい値 1 に DSCP 値 
0 および 1 をマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 6/1 
Router(config-if)# rcv-queue dscp-map 1 1 0 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

（注） 受信キュー マッピングは、show queueing interface コマンドによって表示される、2 回めの
「queue thresh dscp-map」に表示されます。

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface tengigabitethernet 1/1 | begin queue thresh dscp-map 

（テキスト出力は省略）
queue thresh dscp-map
---------------------------------------
1     1      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 39 41 42 43 44 45 
47 
1     2      
1     3      
1     4      
2     1      14 
2     2      12 
2     3      10 
2     4      
3     1      22 
3     2      20 
3     3      18 
3     4      
4     1      24 30 
4     2      28 
4     3      26 
4     4      
5     1      32 34 35 36 37 38 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tengigabitethernet 
slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# rcv-queue dscp-map queue_# 
threshold_# dscp1 [dscp2 [dscp3 [dscp4 [dscp5 
[dscp6 [dscp7 [dscp8]]]]]]] 

標準受信キューのしきい値に DSCP 値をマッピン
グします。

Router(config-if)# no rcv-queue dscp-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface 
tengigabitethernet slot/port 

設定を確認します。
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5     2      
5     3      
5     4      
6     1      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
6     2      
6     3      
6     4      
7     1      
7     2      
7     3      
7     4      
8     1      40 46 
8     2      
8     3      
8     4      

（テキスト出力は省略）
Router# 

標準送信キューしきい値への DSCP 値のマッピング

標準送信キューしきい値に DSCP 値をマッピングするには、次の作業を行います。

DSCP 値をマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • キューおよびしきい値にマッピングする DSCP 値は、8 つまで入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値をキューおよびしきい値にマッピングできます。

 • キューおよびしきい値ごとに個別のコマンドを入力する必要があります。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 1/6 に対して、標準送信キュー 1/ しきい値 1 に DSCP 値 
0 および 1 をマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 6/1 
Router(config-if)# wrr-queue dscp-map 1 1 0 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

（注） show queueing interface コマンドの出力では、8 番めのキューは完全優先キューです。

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface tengigabitethernet 6/1 | begin queue thresh dscp-map 
queue thresh dscp-map
---------------------------------------
1     1      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 16 17 19 21 23 25 27 29 31 33 39 41 42 43 44 45 
47 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tengigabitethernet 
slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue dscp-map 
transmit_queue_# threshold_# dscp1 [dscp2 [dscp3 
[dscp4 [dscp5 [dscp6 [dscp7 [dscp8]]]]]]] 

標準送信キューのしきい値に DSCP 値をマッピン
グします。

Router(config-if)# no wrr-queue dscp-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface 
tengigabitethernet slot/port 

設定を確認します。
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1     2      
1     3      
1     4      
2     1      14 
2     2      12 
2     3      10 
2     4      
3     1      22 
3     2      20 
3     3      18 
3     4      
4     1      24 30 
4     2      28 
4     3      26 
4     4      
5     1      32 34 35 36 37 38 
5     2      
5     3      
5     4      
6     1      48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
6     2      
6     3      
6     4      
7     1      
7     2      
7     3      
7     4      
8     1      40 46 

（テキスト出力は省略）
Router# 

送信完全優先キューへの DSCP 値のマッピング

DSCP 値を送信完全優先キューにマッピングするには、次の作業を行います。

完全優先キューに DSCP 値をマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • キュー番号は、常に 1 です。

 • キューにマッピングする、 大 8 つの DSCP 値を入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、追加の DSCP 値をキューにマッピングできます。

次に、10 ギガビット イーサネット ポート 6/1 の完全優先キューに、DSCP 値 7 をマッピングする
例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tengigabitethernet 6/1 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface tengigabitethernet 
slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# priority-queue dscp-map 
queue_# dscp1 [dscp2 [dscp3 [dscp4 [dscp5 [dscp6 
[dscp7 [dscp8]]]]]]] 

送信完全優先キューに DSCP 値をマッピングしま
す。複数の priority-queue dscp-map コマンドを入
力することで、8 つ以上の DSCP 値を完全優先
キューにマッピングできます。

Router(config-if)# no priority-queue dscp-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface 
tengigabitethernet slot/port 

設定を確認します。
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Router(config-if)# priority-queue dscp-map 1 7 
Router(config-if)# end 
Router# 

（注） show queueing interface コマンドの出力では、完全優先キューは 8 番めのキューです。

次に、設定を確認する例を示します。

 Router# show queueing interface tengigabitethernet 6/1 | begin queue thresh dscp-map 
    queue thresh dscp-map
    ---------------------------------------

（テキスト出力は省略）

    8     1      7 40 46 

（テキスト出力は省略）
Router# 

CoS ベースのキュー マッピングの設定

ここでは、CoS ベースのキュー マッピングを設定する手順について説明します。

 • 標準受信キューしきい値への CoS 値のマッピング（p.36-113）
 • 標準送信キューしきい値への CoS 値のマッピング（p.36-114）
 • 完全優先キューへの CoS 値のマッピング（p.36-114）
 • 1q4t/2q2t LAN ポートのテールドロップしきい値への CoS 値のマッピング（p.36-115）

標準受信キューしきい値への CoS 値のマッピング

CoS 値を標準受信キューしきい値にマッピングするには、次の作業を行います。

次に、ポート GigabitEthernet 1/1 に対して、標準受信キューのしきい値 1 に CoS 値 0 および 1 を
マッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# rcv-queue cos-map 1 1 0 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/1 
（テキスト出力は省略）

    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# rcv-queue cos-map queue_# 
threshold_# cos1 [cos2 [cos3 [cos4 [cos5 [cos6 
[cos7 [cos8]]]]]]] 

標準受信キューのしきい値に CoS 値をマッピン
グします。

Router(config-if)# no rcv-queue cos-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
36-113
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 36 章      PFC QoS の設定          

PFC QoS の設定
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 
    1     3      4 5 
    1     4      6 7

（テキスト出力は省略）

Router# 

標準送信キューしきい値への CoS 値のマッピング

標準送信キューしきい値に CoS 値をマッピングするには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/36 に対して、標準送信キュー 1/ しきい値 1 に、CoS 値 0 および 1 を
マッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# wrr-queue cos-map 1 1 0 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface fastethernet 5/36 | begin queue thresh cos-map 
    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 
    2     1      4 5 
    2     2      6 7

（テキスト出力は省略）

Router# 

完全優先キューへの CoS 値のマッピング

CoS 値を送受信完全優先キューにマッピングするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue cos-map 
transmit_queue_# threshold_# cos1 [cos2 [cos3 
[cos4 [cos5 [cos6 [cos7 [cos8]]]]]]] 

標準送信キューのしきい値に CoS 値をマッピン
グします。

Router(config-if)# no wrr-queue cos-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# priority-queue cos-map queue_# 
cos1 [cos2 [cos3 [cos4 [cos5 [cos6 [cos7 
[cos8]]]]]]] 

受信および送信完全優先キューに CoS 値をマッ
ピングします。

Router(config-if)# no priority-queue cos-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
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完全優先キューに CoS 値をマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • キュー番号は、常に 1 です。

 • キューにマッピングする、 大 8 つの CoS 値を入力できます。

次に、ポート GigabitEthernet 1/1 の完全優先キューに、CoS 値 7 をマッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-if)# priority-queue cos-map 1 7 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/1 
（テキスト出力は省略）

Transmit queues [type = 1p2q2t]:
（テキスト出力は省略）

    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 
    2     1      4 
    2     2      6 
    3     1      5 7 

  Receive queues [type = 1p1q4t]:
（テキスト出力は省略）

    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 
    1     3      4 
    1     4      6 
    2     1      5 7 

（テキスト出力は省略）

Router# 

1q4t/2q2t LAN ポートのテールドロップしきい値への CoS 値のマッピング

（注） ポートのキュー構造を表示するには、show queueing interface {ethernet | fastethernet | 
gigabitethernet | tengigabitethernet} slot/port | include type コマンドを使用します。

次に、1q4t/2q2t LAN ポートでの受信キューおよび送信キューのテールドロップしきい値の関係
を示します。

 • 受信キュー 1（標準）しきい値 1 = 送信キュー 1（標準ロー プライオリティ）しきい値 1
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 2 = 送信キュー 1（標準ロー プライオリティ）しきい値 2
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 3 = 送信キュー 2（標準ハイ プライオリティ）しきい値 1
 • 受信キュー 1（標準）しきい値 4 = 送信キュー 2（標準ハイ プライオリティ）しきい値 2

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet
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テールドロップしきい値に CoS 値をマッピングするには、次の作業を行います。

テールドロップしきい値に CoS 値をマッピングする場合、次の点に注意してください。

 • 送信キュー番号およびしきい値番号を使用する必要があります。

 • キュー 1 は、ロー プライオリティ標準送信キューです。

 • キュー 2 は、ハイ プライオリティ標準送信キューです。

 • キューごとに 2 つのしきい値があります。

 • しきい値にマッピングする、 大 8 つの CoS 値を入力します。

次に、ポート FastEthernet 5/36 に対して、標準送信キュー 1/ しきい値 1 に、CoS 値 0 および 1 を
マッピングする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# wrr-queue cos-map 1 1 0 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface fastethernet 5/36 | begin queue thresh cos-map 
    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 1 
    1     2      2 3 
    2     1      4 5 
    2     2      6 7

（テキスト出力は省略）

Router# 

標準送信キュー間での帯域幅の割り当て

スイッチはいずれかのデキューイング アルゴリズムを使用して、一度に 1 つの標準キューからフ
レームを送信します。デキューイング アルゴリズムはパーセント値または重み値を使用して、順
番に処理されるキューに、相対的な帯域幅を割り当てます。

 • SRR — SRR を使用すると、1 つのキューは、割り当てられた帯域幅のみの使用が許可されま
す。オプションとして、1p3q8t ポートおよび 1p7q4t ポートでサポートされます。

 • DWRR — より高いプライオリティのキュー内のトラフィックによってプライオリティを低く
設定されている、転送中のすべてのキューを追跡し、次回のラウンドでこの差分を補いま
す。DWRR は、1p3q1t、 1p2q1t、 1p3q8t、1p7q4t、および 1p7q8t ポートでのデキューイング 
アルゴリズムです。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue cos-map 
transmit_queue_# threshold_# cos1 [cos2 [cos3 
[cos4 [cos5 [cos6 [cos7 [cos8]]]]]]] 

テールドロップしきい値に CoS 値をマッピング
します。

ステップ 3 Router(config-if)# no wrr-queue cos-map デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
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（注） DWRR ポートの設定には、WRR ポートで使用するものと同じコマンドを使用します。

 • WRR — WRR では、他のキューが帯域幅を使用していない場合、キューは割り当てられた帯
域幅を超えて、ポートの 大帯域幅まで使用できます。WRR は、他のすべてのポートで有
効なデキューイング アルゴリズムです。

 • これらのアルゴリズムをサポートするモジュールの詳細については、「モジュールとキュー 
タイプのマッピング」（p.36-24）を参照してください。

パーセント値または重み値を入力して、帯域幅を割り当てることができます。割り当てられた
パーセント値または重み値の比率が大きいキューほど、多くの送信帯域幅が割り当てられます。
重み値を入力した場合は、重み値間の比率によってキューの合計帯域幅の分割比率が決定しま
す。たとえば、ギガビット イーサネット ポート上の 3 つのキューの場合、重み値は 25:25:50 にな
り、次のように割り当てられます。

 • キュー 1 — 250 Mbps
 • キュー 2 — 250 Mbps
 • キュー 3 — 500 Mbps

（注） 実際の帯域幅の割り当ては、設定済みのパーセント値または重み値に対してポート ハードウェア
が適用する粒度によって異なります。

標準送信キュー間で帯域幅を割り当てるには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue [bandwidth | shape] 
percent low_priority_queue_percentage 
[intermediate_priority_queue_percentages] 
high_priority_queue_percentage

または

Router(config-if)# wrr-queue [bandwidth | shape] 
low_priority_queue_weight 
[intermediate_priority_queue_weights] 
high_priority_queue_weight 

標準送信キュー間で帯域幅を割り当てます。

 • bandwidth キーワードを入力して、DWRR ま
たは WRR を設定します。

 • shape キーワードを入力して、SRR を設定し
ます。SRR を使用する場合は、完全優先
キューを使用できません。SRR を設定する場
合は、完全優先キューにマッピングされたす
べての CoS 値または DSCP 値を、標準キュー
に再マッピングする必要があります（「QoS 
ラベルのキューおよびドロップしきい値への
マッピング」[p.36-107] を参照）。

 • 各パーセント値は、必ず合計で 100 となるよ
うにします。また、ポートのすべての標準送
信キューに対してパーセント値を入力する必
要があります 

 • 重み値の有効範囲は 1 ～ 255 です。ポートの
すべての標準送信キューに対して重み値を入
力する必要があります。

Router(config-if)# no wrr-queue [bandwidth | 
shape] 

デフォルトの帯域幅の割り当てに戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
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次に、ポート GigabitEthernet 1/2 に対して、帯域幅の比率を 3 対 1 に割り当てる例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2 
Router(config-if)# wrr-queue bandwidth 3 1 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/2 | include bandwidth 
WRR bandwidth ratios:    3[queue 1]   1[queue 2] 
Router# 

受信キューのサイズ比の設定

2q8t、8q4t、および 8q8t ポートの標準受信キュー間で、さらに 1p1q0t または 1p1q8t ポートの完
全優先受信キューと標準受信キューとの間で、サイズ比を設定できます。

受信キュー間のサイズ比を設定するには、次の作業を行います。

受信キュー サイズ比を設定する場合、次の点に注意してください。

 • rcv-queue queue-limit コマンドは、ASIC 単位でポートを設定します。

 • ネットワークにおける、プライオリティの異なるトラフィックの比率を概算してください
（例：標準トラフィック 80%、完全優先トラフィック 20% など）。

 • 概算したパーセント値を、各キューの重みとして使用します。

 • 有効値は 1 ～ 100% です。ただし、1p1q8t ポートの場合、完全優先キューの有効値は 3 ～ 
100% です。

次に、ポート FastEthernet 2/2 について、受信キュー サイズ比を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 2/2 
Router(config-if)# rcv-queue queue-limit 75 15 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {fastethernet | 
tengigabitethernet} slot/port 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# rcv-queue queue-limit 
low_priority_queue_weight 
[intermediate_priority_queue_weights] 
high_priority_queue_weight 

または

Router(config-if)# rcv-queue queue-limit 
standard_queue_weight 
strict_priority_queue_weight 

受信キュー間のサイズ比を設定します。

Router(config-if)# no rcv-queue queue-limit デフォルトのサイズ比に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show queueing interface {fastethernet | 
tengigabitethernet} slot/port 

設定を確認します。
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Router# show queueing interface fastethernet 2/2 | include queue-limit 
    queue-limit ratios:     75[queue 1]  15[queue 2] 
Router# 

送信キューのサイズ比の設定

送信キューのサイズ比を設定するには、次の作業を行います。

送信キュー間の送信キュー サイズ比を設定する場合、次の点に注意してください。

 • wrr-queue queue-limit コマンドは、2q2t および 1p3q1t ポートではサポートされません。

 • 出力完全優先キューを持つポートの場合：

 – priority-queue queue-limit インターフェイス コマンドを入力して、次のスイッチング モ
ジュール上で出力完全優先キューのサイズを設定できます。

 — WS-X6502-10GE（1p2q1t） 
 — WS-X6148A-GE-TX（1p3q8t） 
 — WS-X6148-RJ-45（1p3q8t） 
 — WS-X6148-FE-SFP（1p3q8t） 
 — WS-X6748-SFP（1p3q8t） 
 — WS-X6724-SFP（1p3q8t） 
 — WS-6748-GE-TX（1p3q8t) 
 — WS-X6704-10GE（1p7q8t） 
 — WS-SUP32-10GE-3B（1p3q8t） 
 — WS-SUP32-GE-3B（1p3q8t） 
 — WS-X6708-10GE および Supervisor Engine 720-10GE（1p7q4t）

 • ネットワークにおけるロー プライオリティ トラフィックとハイ プライオリティ トラフィッ
クの比率を概算してください（例：ロー プライオリティ トラフィック 80%、ハイ プライオ
リティ トラフィック 20% など）。

 • 概算したパーセント値を、各キューの重みとして使用します。

 • インターフェイス上の標準送信キューすべてに重み（2、3、または 7 の重み）を入力する必
要があります。

 • 有効値は 1 ～ 100% です。ただし、1p2q1t 出力 LAN ポートの場合、ハイ プライオリティ 
キューの有効値は 5 ～ 100% です。

次に、ポート GigabitEthernet 1/2 に対して、送信キュー サイズ比を設定する例を示します。

Router# configure terminal 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# wrr-queue queue-limit 
low_priority_queue_weight 
[intermediate_priority_queue_weights] 
high_priority_queue_weight 

送信キュー間のキュー サイズ比を設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# priority-queue queue-limit 
strict_priority_queue_weight 

完全優先キューのサイズを設定します。

（注） この機能は、すべてのスイッチング モ
ジュールでサポートされているわけでは
ありません。 

ステップ 4 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 Router# show queueing interface type1 slot/port 設定を確認します。
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Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface gigabitethernet 1/2 
Router(config-if)# wrr-queue queue-limit 75 15 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show queueing interface gigabitethernet 1/2 | include queue-limit 
    queue-limit ratios:     75[queue 1]  25[queue 2] 
Router# 

一般的な QoS のシナリオ
ここでは、いくつかの一般的な QoS シナリオでの設定例を示します。使用するネットワークでの 
PFC QoS の設定方法をすでに理解している場合、または特定の設定情報を確認する場合は、この
章内の他のセクションを参照してください。

このセクションで示す各シナリオは、「サンプル ネットワークの設計の概要」（p.36-120）で説明
したサンプル ネットワークに基づいています。ここでは、このサンプル ネットワークを使用し
て、一般的に使用されるいくつかの QoS 設定について説明します。

ここで説明する一般的な QoS シナリオは、次のとおりです。

 • サンプル ネットワークの設計の概要（p.36-120）
 • アクセス レイヤにおける PC および IP Phone からのトラフィックの分類（p.36-121）
 • スイッチ間リンクでのトラフィック プライオリティ値の受け入れ（p.36-124）
 • スイッチ間リンクでのトラフィックの優先付け（p.36-125）
 • ポリサーによる PC からのトラフィック量の制限（p.36-128）

サンプル ネットワークの設計の概要

このサンプル ネットワークは、アクセス レイヤ、ディストリビューション レイヤ、およびコア 
レイヤに Catalyst 6500 シリーズ スイッチを使用した、従来的なキャンパス ネットワーク アーキ
テクチャに基づきます。アクセス レイヤは、デスクトップ ユーザに 10/100 イーサネット サービ
スを提供します。このネットワークでは、アクセス レイヤとディストリビューション レイヤは
ギガビット イーサネット リンクで接続され、ディストリビューション レイヤとコア レイヤはギ
ガビットまたは 10 ギガビット イーサネット リンクで接続されます。

基本的なポート設定は次のとおりです。

アクセス レイヤ

switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 110

ディストリビューションおよびコア レイヤのスイッチ間リンク

switchport mode trunk

このサンプル ネットワークには、次の 3 つのトラフィック クラスがあります。

 • 音声

 • ハイ プライオリティ アプリケーション トラフィック

 • ベストエフォート トラフィック

ここで説明する QoS 設定では、上記の各トラフィック クラスが識別され、優先付けられます。
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（注） これより多くのサービス レベルを必要とするネットワークの場合も、PFC QoS は 大 64 のトラ
フィック クラスをサポートできます。

各 QoS シナリオでは、次の 3 つの基本的な QoS 設定について説明します。これらは、多くの場合
に QoS 構成の基本部分となります。

 • アクセス レイヤにおいて、PC および IP Phone からのトラフィックを分類

 • レイヤ間のスイッチ間リンクで、トラフィック プライオリティ値を受け入れ

 • レイヤ間のスイッチ間リンクで、各トラフィックを優先付け

各 QoS シナリオでは、ネットワーク上では IP トラフィックのみが伝送され、トラフィック プラ
イオリティの割り当てには IP DSCP 値が使用されることを前提とします。IP Type of Service
（ToS; タイプ オブ サービス）または Ethernet 802.1p Class of Service（CoS; サービス クラス）は直
接使用しません。

IP パケットはプライオリティ値を伝送できますが、この値は、ネットワーク トポロジ内のさま
ざまな地点で設定できます。設計に関して推奨されるベスト プラクティスは、トラフィックの送
信元にできるだけ近い位置でトラフィックを分類およびマーキングすることです。ネットワーク 
エッジでトラフィックのプライオリティが正しく設定されていれば、中間ホップではトラフィッ
クを詳しく識別する必要がなくなります。代わりに、すでに設定済みのプライオリティ値に基づ
き、QoS ポリシーを管理できます。この方法だと、ポリシー管理が容易です。

（注） • 特定のネットワーク トラフィック タイプとアプリケーションにパケット プライオリティを
割り当てるための、適切な QoS 構成戦略を作成する必要があります。QoS に関する注意事項
については、RFC 2597、RFC 2598、およびシスコが発行するさまざまな QoS 設計ガイドを参
照してください。

 • PFC QoS をグローバルにイネーブルにし、他のすべての PFC QoS 設定をデフォルト値のまま
にすることはしないでください。PFC QoS をグローバルにイネーブル化すると、デフォルト
値が使用されます。PFC QoS のデフォルト設定の使用には、次のような 2 つの問題がありま
す。

 – PFC QoS をグローバルにイネーブル化すると、システム内のイーサネット ポートのデ
フォルトの信頼状態が untrusted となります。ポートの信頼状態が untrusted の場合は、ス
イッチ経由で送信されるすべてのトラフィックの QoS プライオリティが、ポートの CoS 
値（デフォルトでは 0）に設定されます。つまり、すべてのトラフィックがプライオリ
ティ 0 となります。

 – PFC QoS をグローバルにイネーブル化すると、ポートのバッファが CoS ベースのキュー
に割り当てられるので、プライオリティ 0 のトラフィックはバッファの一部しか使用で
きなくなります。つまり、プライオリティ 0 のトラフィックが使用できるバッファの量
が、PFC QoS がディセーブルにされている場合よりも少なくなります。

PFC QoS のデフォルト設定を使用することで生じるこのような問題は、ネットワーク パ
フォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

アクセス レイヤにおける PC および IP Phone からのトラフィックの
分類

アクセス レイヤのスイッチには、100 Mbps リンクによって、IP Phone と PC がデイジーチェーン
接続されています。ここでは、IP Phone からの音声トラフィックと PC からのデータ トラフィッ
クを分類し、それぞれ異なるプライオリティを設定する方法について説明します。
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アクセス レイヤ ポートで受信したトラフィックに対する QoS 分類スキームは、次のとおりです。

 • 音声トラフィック：DSCP 46（ 大プライオリティ）

 • 音声シグナリング トラフィック：DSCP 24（ミディアム プライオリティ）

 • PC SAP トラフィック：DSCP 25（ミディアム プライオリティ）

 • 他のすべての PC トラフィック：DSCP 0（ベスト エフォート）

この分類戦略によって、ネットワーク上の次の 3 種類のサービス クラスをサポートできるように
なります。

 • ハイ プライオリティの音声トラフィック

 • ミディアム プライオリティの音声シグナリング トラフィックおよび重要なアプリケーション 
トラフィック

 • ロー プライオリティの残りのトラフィック

このモデルは、他のネットワーク環境に合わせて適宜変更できます。

PFC QoS は受信したプライオリティを信頼することも、QoS ポリシーをトラフィックに適用し
て、新たなプライオリティを割り当てることもできます。QoS ポリシーを設定するには、
Modular QoS CLI（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）を使用します。アク
セス スイッチでは、トラフィックは ACL によって識別されます。ACL は、ポートに送られるさ
まざまなトラフィック タイプを区別します。識別されたトラフィックは、QoS ポリシーによっ
て、適切な DSCP 値がマーキングされます。このように割り当てられた DSCP 値は、トラフィッ
クがディストリビューション スイッチおよびコア スイッチに送られたときに信頼されます。

IP Phone と PC が接続されているアクセス スイッチのポートは、音声 VLAN（VLAN 110）用に設
定されています。これは、IP Phone のトラフィック（サブネット 10.1.110.0/24）を PC トラフィッ
ク（サブネット 10.1.10.0/24）から区別する働きをします。音声 VLAN サブネットは、音声トラ
フィックを一意に識別します。UDP および TCP ポート番号は、異なるアプリケーションの識別
に使用されます。

次に、アクセス ポートの ACL 設定を示します。

IP Phone からの音声トラフィック（VVLAN）を識別

ip access-list extended CLASSIFY-VOICE
permit udp 10.1.110.0 0.0.0.255 any range 16384 32767

IP Phone からの音声シグナリング トラフィック（VVLAN）を識別

ip access-list extended CLASSIFY-VOICE-SIGNAL
permit udp 10.1.110.0 0.0.0.255 any range 2000 2002

PC からの SAP トラフィック（DVLAN）を識別

ip access-list extended CLASSIFY-PC-SAP
permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 any range 3200 3203
permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 any eq 3600 any

ip access-list extended CLASSIFY-OTHER
permit ip any any 

QoS ポリシー設定の次の手順は、クラス マップを定義することです。クラス マップは、識別に
使用する ACL を、実行させたい QoS アクション（この場合はマーキング）に関連付けます。ク
ラス マップの構文は次のとおりです。

class-map match-all CLASSIFY-VOICE
match access-group name CLASSIFY-VOICE

class-map match-all CLASSIFY-VOICE-SIGNAL
match access-group name CLASSIFY-VOICE-SIGNAL 

class-map match-all CLASSIFY-PC-SAP
match access-group name CLASSIFY-PC-SAP

class-map match-all CLASSIFY-OTHER
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match access-group name CLASSIFY-OTHER

クラス マップを作成したら、次はポリシー マップを作成します。ポリシー マップは、各トラ
フィック タイプまたは各トラフィック クラスに特定の DSCP 値を設定できるように、QoS ポリ
シーのアクションを定義します。この例では 1 つのポリシー マップ（IPPHONE-PC）を作成しま
す。すべてのクラス マップはこの単一ポリシー マップに含まれ、クラス マップごとに 1 つのア
クションが定義されます。ポリシー マップとクラス マップの構文は次のとおりです。

policy-map IPPHONE-PC
   class CLASSIFY-VOICE
    set dscp ef
   class CLASSIFY-VOICE-SIGNAL
    set dscp cs3
   class CLASSIFY-PC-SAP
    set dscp 25
   class CLASSIFY-OTHER
    set dscp 0

この時点では、ポリシー マップ内で定義された QoS ポリシーは、まだ有効ではありません。設
定の済んだポリシー マップは、トラフィックが影響を受けるように、インターフェイスに適用す
る必要があります。ポリシー マップを適用するには、service-policy コマンドを使用します。入
力サービス ポリシーはポートにも VLAN インターフェイスにも適用できますが、出力サービス 
ポリシーは VLAN インターフェイスにしか適用できないことに注意してください（PFC3 のみが
出力ポリシーをサポート）。この例では、PC と IP Phone がそれぞれ接続された各インターフェイ
スに、ポリシーを入力サービス ポリシーとして適用します。ここではポートベースの QoS を使
用しますが、これはイーサネット ポートのデフォルトです。

interface FastEthernet5/1
 service-policy input IPPHONE-PC

これで、QoS ポリシーは正しく設定され、IP Phone と PC 両方から送信されるトラフィックを分
類できるようになりました。

ポリシー マップが正しく設定されたことを確認するには、次のコマンドを入力します。

Router# show policy-map interface fastethernet 5/1 
 FastEthernet5/1 

  Service-policy input:IPPHONE-PC

    class-map:CLASSIFY-VOICE (match-all)
      Match:access-group name CLASSIFY-VOICE
      set dscp 46:

    class-map:CLASSIFY-PC-SAP (match-all)
      Match:access-group name CLASSIFY-PC-SAP
      set dscp 25:

    class-map:CLASSIFY-OTHER (match-all)
      Match:access-group name CLASSIFY-OTHER
      set dscp 0:

    class-map:CLASSIFY-VOICE-SIGNAL (match-all)
      Match:access-group name CLASSIFY-VOICE-SIGNAL
      set dscp 24:

ポートに正しい QoS モードが使用されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力しま
す。

Router# show queueing interface gigabitethernet 5/1 | include Port QoS
Port QoS is enabled 

クラス マップの設定が正しいかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

Router# show class-map
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 Class Map match-all CLASSIFY-OTHER (id 1)
   Match access-group name CLASSIFY-OTHER

 Class Map match-any class-default (id 0)
   Match any

 Class Map match-all CLASSIFY-PC-SAP (id 2)
   Match access-group name CLASSIFY-PC-SAP

 Class Map match-all CLASSIFY-VOICE-SIGNAL (id 4)
   Match access-group name CLASSIFY-VOICE-SIGNAL

 Class Map match-all CLASSIFY-VOICE (id 5)
   Match access-group name CLASSIFY-VOICE

各トラフィック クラスのバイト統計をモニタするには、次のコマンドを入力します。

Router# show mls qos ip gig 5/1
   [In] Policy map is IPPHONE-PC   [Out] Default.
 QoS Summary [IP]:     (* - shared aggregates, Mod - switch module)

           Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                        Id         Id

------------------------------------------------------------------------------------
          Gi5/1  5  In CLASSIFY-V   46    1     No  0              0  0
          Gi5/1  5  In CLASSIFY-V   24    2     No  0              0  0
          Gi5/1  5  In CLASSIFY-O    0    3     No  0              0  0
          Gi5/1  5  In CLASSIFY-P   25    4     No  0              0  0
Router#

スイッチ間リンクでのトラフィック プライオリティ値の受け入れ

前のセクションでは、マーキング処理の設定方法について説明しました。ここでは、アップスト
リーム装置がこのパケット マーキングを使用する仕組みについて説明します。

着信トラフィックのプライオリティが受け入れられるかどうかを決定する必要があります。この
決定を反映させるには、ポートの信頼状態を設定します。着信トラフィックのプライオリティ設
定を信頼しないように設定されたポートにトラフィックが着信すると、この着信トラフィックの
プライオリティ設定は、 小プライオリティ（0）に書き換えられます。着信トラフィックのプ
ライオリティ設定を信頼するように設定されたインターフェイスにトラフィックが着信した場合
は、このトラフィックのプライオリティ設定は維持されます。

着信するプライオリティ設定を信頼するポートの例は、IP Phone や他の IP 音声装置、ビデオ装
置、または、定義済みの有効なプライオリティが設定されたフレームの送信が信頼されるさまざ
まな装置に接続されているポートです。トラフィックが 初にネットワークに送信された時点
で、適切なマーキングが完了していることがわかっている場合は、着信したプライオリティ設定
を信頼するようにアップリンク インターフェイスを設定することもできます。

定義済みの有効なプライオリティを持つどのトラフィックも伝送しないワークステーションまた
は他の装置に接続されたポートは、untrusted（デフォルト）として設定します。

前の例では、アクセス レイヤにおいて、音声、SAP、および他のベスト エフォート トラフィッ
クを適切にマーキングするように QoS を設定しました。次の例では、トラフィックが他のネット
ワーク装置を通過するときに、これらのプライオリティ値が受け入れられるように QoS を設定し
ます。これには、パケットの DSCP 値を信頼するようにスイッチ間リンクを設定します。

前の例では、いくつかの種類のトラフィック クラスがポートに入力されると仮定して、個々のト
ラフィック タイプにそれぞれ異なる QoS ポリシーを選択して適用しました。この設定は、MQC 
QoS ポリシー構文によって行いました。これにより、1 つのポートに着信するさまざまな種類の
トラフィック クラスに対し、異なるマーキングまたは信頼アクションを個別に適用できます。
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すべてのトラフィックが、信頼可能な 1 つの特定ポートに着信することがわかっている場合は
（アクセス レイヤとディストリビューション レイヤ間、またはディストリビューション レイヤと
コア レイヤ間のアップリンク ポートがこれに該当）、ポートを trust 状態に設定できます。ポート
の trust 設定を使用すると、このポートで受信するさまざまなトラフィック タイプは区別されま
せんが、設定作業は大幅に単純化されます。ポートの trust 設定のコマンド構文は次のとおりで
す。

interface gigabitethernet 5/1
 mls qos trust dscp

受信した DSCP を信頼するようにポートを設定した場合は、スイッチから送信されるトラフィッ
クの DSCP 値は、信頼されたポートに送られるトラフィックの DSCP 値と同じです。信頼状態を
設定したあとは、次のコマンドを使用して、設定が有効になっているかどうかを確認できます。

Router# show queueing interface gigabitethernet 5/1 | include Trust
Trust state:trust DSCP

スイッチ間リンクでのトラフィックの優先付け

ここでは、スイッチが信頼値を使用してどのように動作するかを説明します。

QoS の基本原則の 1 つは、加入過多が発生した場合に、プライオリティの高いトラフィックを保
護することです。「アクセス レイヤにおける PC および IP Phone からのトラフィックの分類」

（p.36-121）および「スイッチ間リンクでのトラフィック プライオリティ値の受け入れ」
（p.36-124）で説明したマーキングおよび信頼アクションでは、加入過多に対処できるようにトラ
フィックを準備しますが、さまざまなレベルのサービスを提供することはできません。さまざま
なレベルのサービスを実現するには、ネットワーク装置が、特定のインターフェイスからトラ
フィックを送信するときに各トラフィックを優先付ける、高度なスケジューリング アルゴリズム
を備えている必要があります。このようなスケジューリング機能は、プライオリティの高いトラ
フィックが、プライオリティの低いトラフィックよりも高頻度に送信されることを保証します。

終的に得られる効果は、さまざまなトラフィック クラスに対して差別化したサービスを提供で
きることです。

さまざまなトラフィック クラスに対して差別化したサービスを提供する上で、次の 2 つの基本概
念があります。

 • トラフィックを特定のキューに割り当て

 • キューのスケジューリング アルゴリズムを設定

QoS をイネーブルにすると、これらの各機能にデフォルト値が適用されます。多くのネットワー
クでは、ネットワーク トラフィックを区別するのに、デフォルト値で十分対応できます。それ以
外のネットワークでは、必要とする結果が得られるように、デフォルト値を調整しなければなら
ない場合もあります。これらの機能に対するデフォルト設定を大幅に変更しなければならないの
は、ごくまれなケースのみです。

イーサネット ポートは、単一キュー構造から、 大 8 つのキューからなる構造まで、さまざまな
キュー構造をサポートします。キュー構造は、トラフィック タイプごとに異なるサービスを提供
する複数の車線をグループ化したようなもの、と考えることができます。たとえば警官は高速道
路において、事故現場や犯罪現場に迅速に到着できるように、優先的に走行できる権限を持ちま
す。同様に、IP ネットワーク上の音声トラフィックも、このように優先的に扱われる必要があり
ます。スイッチはキュー構造を使用して、差別化された各サービスに対して個別のレーンを用意
しています。

具体的なキュー タイプは、使用するイーサネット モジュールによって異なります。この例では、
4 つの送信キューを持つモジュールを使用します。このキューは 1p3q8t と表され、次の内容を意
味します。

 • 1 つの完全優先キュー（1p）
 • WRR スケジューリングをサポートする、3 つの標準キュー（3q）。各キューはそれぞれ 8 つ

の WRED しきい値を保持します（8t、ここでは説明しません）。
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イーサネット ポートは入力キュー構造も備えていますが、これはあまり使用されません。また、
スイッチ ファブリック内ではあまり輻輳が発生しないと考えられるため、この例では入力キュー
構造を扱いません。

これらのキューにトラフィックを割り当てるには、プライオリティ値をキューにマッピングする
必要があります。QoS では DSCP と CoS のマッピングを使用して、発信される 64 の DSCP 値を 8 
つの 802.1p 値に対応付けてから、CoS とキューのマッピングを使用して、CoS 値をキューに対応
付けます。

パケットがスイッチに入力されると、QoS は設定に応じて、設定済み DSCP 値に基づきパケット
を分類およびマーキングするか（「アクセス レイヤにおける PC および IP Phone からのトラ
フィックの分類」[p.36-121] を参照）、またはパケットの着信 DSCP 値を信頼します（「スイッチ
間リンクでのトラフィック プライオリティ値の受け入れ」[p.36-124] を参照）。これらのオプショ
ンに応じて、スイッチから出力される際のパケットのプライオリティが決まります。

次に、DSCP と CoS のマッピングを表示する例を示します。

Router# show mls qos maps dscp-cos 
   Dscp-cos map:                                  (dscp= d1d2)
     d1 :  d2 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
     -------------------------------------
      0 :    00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 
      1 :    01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 
      2 :    02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 
      3 :    03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 
      4 :    05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 
      5 :    06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 
      6 :    07 07 07 07 
Router#

この例では、音声トラフィックに DSCP 値 64 をマーキングします。コマンドの出力結果を使用
して、DSCP 46 を CoS 5 に変換できます。また、コマンドの出力結果を使用して、マーキングさ
れた他の DSCP 値を CoS 値に変換することもできます。

特定のネットワーク要件に応じて、このマッピング テーブルを変更してください。通常は、少量
の変更が必要になるだけです。この例では変更を加えません。

キューイングを行う目的のため、この設定では発信される DSCP 値に基づいて CoS 値を導出して
います。この CoS 値は、発信ポートがトランク ポートではなくアクセス ポートであっても、
キューの割り当てに使用されます。ただし、発信ポートがアクセス ポートである場合は、ネット
ワーク上に 802.1q VLAN タグは送信されません。

導出された各 CoS 値を、キュー構造にマッピングします。次に、CoS とキューとのデフォルト 
マッピングを表示する例を示します。これにより、8 つの CoS 値それぞれがマッピングされてい
るキューを確認できます。

Router# show queueing interface gigabitethernet 5/1 | begin cos-map
    queue thresh cos-map
    ---------------------------------------
    1     1      0 
    1     2      1 
    1     3      
    1     4      
    1     5      
    1     6      
    1     7      
    1     8      
    2     1      2 
    2     2      3 4
    2     3      
    2     4      
    2     5      
    2     6      
    2     7      
    2     8      
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    3     1      6 7
    3     2      
    3     3      
    3     4      
    3     5      
    3     6      
    3     7      
    3     8      
    4     1      5 

（テキスト出力は省略）

音声トラフィックは完全優先キューにマッピングします。これは、1p3q8t ポートにおけるキュー 
4 です。この例では、DSCP 46 音声トラフィックを CoS 5 にマッピングします。つまり、CoS 5 ト
ラフィックを完全優先キューにマッピングする必要があります。show queueing interface コマン
ドの出力結果を使用すると、CoS 5 トラフィックが完全優先キューにマッピングされていること
を確認できます。

次に、この例のすべてのトラフィック タイプに対するキュー マッピングの一覧を示します。

スイッチ経由で送信されるトラフィックは、プライオリティに基づき、各種のキュー（つまり
「車線」）に転送されます。出力キュー（この例ではインターフェイスごとに 3 つ）より CoS 値
（0 ～ 7）の数が多いため、各標準キュー（完全優先ではないキュー）にはそれぞれドロップしき
い値が設定されています。1 つのキューに複数の CoS 値が割り当てられている場合は、各 CoS 値
に数種類のドロップしきい値を割り当て、異なるプライオリティを区別することができます。し
きい値は、特定の CoS 値を持つトラフィックが、この CoS 値を持つトラフィックのドロップが開
始される前に使用可能なキューの 大割合を指定します。この例で使用している QoS 値は 3 つだ
けなので（ハイ、ミディアム、ロー）、各 CoS 値を個別のキューに割り当て、デフォルトの 100% 
のしきい値を使用できます。

特定のネットワーク要件に応じて、DCSP と CoS とのマッピング、および CoS とキューとのマッ
ピングを変更してください。通常は、少量の変更が必要になるだけです。この例では変更を加え
ていません。異なるマッピングが必要なネットワークの場合は、「標準送信キューしきい値への 
CoS 値のマッピング」（p.36-114）を参照してください。

スイッチの出力ポートでの有効なキューに、トラフィックが割り当てられる仕組みについての説
明は以上です。次に学習する概念は、キューの重み値が機能する仕組みであり、これをキューの
スケジューリング アルゴリズムと呼びます。

イーサネット ポートに使用されるスケジューリング アルゴリズムは、完全優先（SP）キューイ
ング、および WRR キューイングです。これらのアルゴリズムは、ポート上のさまざまなキュー
が処理される順序（優先度）を定義します。

完全優先キューイング アルゴリズムは単純です。1 つのキューが、他のすべてのキューより優先
される絶対的なプライオリティを付与されます。完全優先キューにパケットが格納されている場
合は常に、スケジューラはこのキューを処理します。このため、輻輳が生じた場合であっても、
このキュー内のパケットが転送される可能性は 大となり、遅延の可能性が 低限に抑えられま
す。完全優先キューは、音声トラフィックに対して理想的です。音声トラフィックは、ネット
ワーク上で 高のプライオリティを必要とし、遅延を 低限に抑える必要があるためです。ま

トラフィック タイ
プ DSCP

CoS（DSCP から CoS へのマッピ
ング） 出力キュー

音声 46 5 完全優先

音声シグナリング 24 3 キュー 2、しきい値 2
PC SAP 25 3 キュー 2、しきい値 2

その他のトラフィッ
ク

0 0 キュー 1、しきい値 1
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た、使用する帯域幅が比較的少ないトラフィック タイプでもあるので、通常は、音声トラフィッ
クによってポート上の有効帯域幅がすべて消費されることもありません。FTP などの高帯域のア
プリケーションは、完全優先キューに割り当てないようにしてください。FTP トラフィックは
ポートで有効な帯域幅をすべて消費してしまう可能性があり、その場合、他のトラフィック クラ
スがリソース不足となります。

WRR アルゴリズムでは、各 WRR キューに相対的な重み値を割り当てます。3 つのキューがあ
り、それぞれの重み値が 22:33:45（デフォルト設定）である場合は、キュー 1 は有効帯域幅の 
22% のみを使用でき、キュー 2 は 33%、キュー 3 は 45% の帯域幅を使用できます。WRR では、
どのキューもこれらの配分には限定されません。キュー 2 とキュー 3 にトラフィックがまったく
存在しない場合は、キュー 1 は有効帯域幅をすべて使用できます。

この例では、キュー 1 よりキュー 2 のプライオリティのほうが高く、キュー 2 よりキュー 3 のプ
ライオリティのほうが高く設定されています。したがって、ロー プライオリティ トラフィック

（IP Phone その他、PC その他）はキュー 1 に、ミディアム プライオリティ トラフィック（音声シ
グナリング、PC SAP）はキュー 2 にマッピングされます。

完全優先キューは、トラフィックをマッピングしたあとは設定は不要です。WRR キューにはデ
フォルトの帯域幅が割り当てられており、通常のネットワークではこれで十分対応できます。デ
フォルト値で不十分な場合は、トラフィック タイプに合わせて相対的な重み値を変更できます
（「標準送信キュー間での帯域幅の割り当て」[p.36-116] を参照）。

スイッチが加入過多を適切に処理しているかどうかを確認する も良い方法は、パケット ドロッ
プが 小限で行われているのを確認することです。パケット損失の発生を確認するには、show 
queueing interface コマンドを使用します。このコマンドでは、各キューでドロップされたパケッ
ト数が表示されます。

ポリサーによる PC からのトラフィック量の制限

特定の装置やトラフィック クラスが予想外の量の帯域幅を消費しないようにするには、レート制
限を使用すると便利です。イーサネット ポートでサポートされるレート制限方法を、ポリシング
と呼びます。ポリシングは PFC ハードウェアに実装され、これによるパフォーマンスへの影響は
ありません。ポリサーは、トラフィック レートが所定のレートを超えないかぎり、トラフィック 
フローに何の制限も加えません。設定したバースト サイズ内であれば、トラフィック バースト
も許可されます。設定したレートまたはバースト サイズを超えたすべてのトラフィックは、ド
ロップするか、またはより低いプライオリティにマークダウンできます。ポリシングの利点は、
特定のアプリケーションが消費する帯域幅の量を制御できることです。これにより、特にウイル
スやワーム攻撃などの異常事態がネットワーク上で発生した場合に、ネットワーク上でのサービ
ス品質を保証しやすくなります。

この例では、基本的なインターフェイス別の集約ポリサーを、入力方向の単一のインターフェイ
スに適用します。これ以外のポリシング オプションを使用しても、同じ結果を得ることができま
す。

ポリサーの設定は、「アクセス レイヤにおける PC および IP Phone からのトラフィックの分類」
（p.36-121）で説明したマーキングの例と似ています。これは、ポリシングでも同一の ACL およ
び MQC 構文を使用するためです。この例で使用した構文では、トラフィックを識別するクラス 
マップを作成してから、トラフィックのマーキング方法を指定するポリシー マップを作成しまし
た。

ポリシングの構文もこれとよく似ているので、マーキングの例に使用した ACL をそのまま使用
します。また、マーキングの例に使用したクラス マップは、set dscp コマンドを police コマンド
に置き換えて修正します。この例では、CLASSIFY-OTHER クラス マップを再利用して、修正し
た IPPHONE-PC ポリシー マップに基づきトラフィックを識別し、一致トラフィックを 大 50 
Mbps にポリシングします。同時に、このレートに従うトラフィックを引き続きマーキングしま
す。

参考までに、「その他」のトラフィックを識別するためのクラス マップ、ACL、および class-map 
コマンドを次に示します。変更は加えません。
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 • ACL コマンド：

ip access-list extended CLASSIFY-OTHER 
permit ip any any 

 • class-map コマンド：

class-map match-all CLASSIFY-OTHER 
match access-group name CLASSIFY-OTHER 

このポリサー設定とマーキング設定との違いは、ポリシー マップ アクションの定義です。マー
キングの例では、set dscp コマンドを使用して、特定の DSCP 値によってトラフィックをマーキ
ングしました。このポリシング例では、CLASSIFY-OTHER トラフィックの DSCP 値を 0 にマー
キングし、このトラフィックを 50 Mbps にポリシングします。これには、set dscp コマンドを 
police コマンドに置き換えます。police コマンドでは、マーキング アクションの実行を設定でき
ます。50 Mbps の制限を下回るすべてのトラフィックは DSCP が 0 にマーキングされ、50 Mbps し
きい値を超えるすべてのトラフィックはドロップされます。

次に、police コマンドを加えて修正した IPPHONE-PC ポリシー マップを示します。

policy-map IPPHONE-PC
class CLASSIFY-OTHER
police 50000000 1562500 conform-action set-dscp-transmit default exceed-action drop

police コマンドの各パラメータの機能は次のとおりです。

 • 50000000 パラメータは、このトラフィック クラスで許可されたトラフィックに対し、CIR 値
を定義します。この例では、CIR を 50 Mbps に設定しています。

 • 1562500 パラメータは、このトラフィック クラスのトラフィックの CIR バースト サイズを定
義します。この例では、デフォルトの 大バースト サイズを使用します。CIR バースト サイ
ズは、ネットワークで使用される 大の TCP ウィンドウ サイズに設定します。

 • conform action キーワードは、トラフィック レベルが 50 Mbps レートを下回った場合に、送
信された CLASSIFY-OTHER パケットに対してポリサーが実行する動作を定義します。この
例では、set-dscp-transmit default により、このようなパケットの DSCP が 0 に設定されます。

 • exceed action は、トラフィック レベルが 50 Mbps CIR を超過した場合に、送信された 
CLASSIFY-OTHER パケットに対してポリサーが実行する動作を定義します。この例では、
exceed action drop により、このようなパケットがドロップされます。

これは、基本的な、単一レートのインターフェイス別集約ポリサーです。また、PFC3 では、
デュアル レート ポリサーもサポートされるため、CIR および PIR 両方の粒度を使用できます。

service-policy input コマンドを使用して、ポリシー マップを適切なインターフェイスに付加しま
す。

interface FastEthernet5/1 
service-policy input IPPHONE-PC 

ポリシングの動作をモニタするには、次のコマンドを使用します。

show policy-map interface fastethernet 5/1 
show class-map 
show mls qos ip fastethernet 5/1 
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PFC QoS の用語
ここでは、この章で使用したいくつかの QoS 用語を定義します。

 • バッファ — 送信中のデータを処理するためのストレージ領域です。バッファはインターネッ
トワーキングにおいて、ネットワーク装置間の処理速度の違いを補うために使用されます。
バースト データは、より低速な処理装置によって処理されるまで、バッファに保管されるこ
とがあります。バッファは、パケット バッファと呼ばれることもあります。

 • Class of Service（CoS; サービス クラス）は、ISL、802.1Q、または 802.1p ヘッダーの 3 ビット
によって伝送される、レイヤ 2 QoS ラベルです。CoS 値は 0 ～ 7 の範囲の値です。

 • 分類は、QoS のマーキングを行うトラフィックを選択する処理です。

 • 輻輳回避は、プライオリティの高いレイヤ 2 CoS 値を持つレイヤ 2 フレームのために、入力 
LAN ポートおよび出力 LAN ポートの容量を PFC QoS で確保しておく処理です。PFC QoS で
は、レイヤ 2 CoS 値ベースのドロップしきい値によって輻輳回避を実行します。ドロップし
きい値は、キュー バッファ使用率であり、この割合に達すると、特定のレイヤ 2 CoS 値を持
つフレームがドロップされ、よりプライオリティの高いレイヤ 2 CoS 値を持つフレーム用に
利用可能なバッファが残されます。

 • Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）は、IP ヘッダー内の ToS 
バイトの 上位 6 ビットによって伝送される、レイヤ 3 の QoS ラベルです。DSCP 値は 0 ～ 
63 の範囲の値です。

 • フレーム — レイヤ 2 でトラフィックを伝送します。レイヤ 2 フレームは、レイヤ 3 パケット
を伝送します。

 • IP Precedence は、IP ヘッダー内の ToS バイトの 上位 3 ビットによって伝送される、レイヤ 
3 の QoS ラベルです。IP precedence 値は 0 ～ 7 の範囲の値です。

 • ラベル — QoS ラベルを参照してください。

14
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PFC QoS の用語  
 • マーキングは、レイヤ 3 の DSCP 値をパケットに設定する処理です。このマニュアルでは、
マーキングの定義を拡大して、レイヤ 2 CoS 値の設定までを含めています。マーキングは、
ラベルの値を変更します。

 • パケット — レイヤ 3 でトラフィックを伝送します。

 • ポリシング — トラフィック フローが使用する帯域幅を制限する処理です。ポリシングは、
PFC および DFC 上で実行されます。ポリシングによって、トラフィックのマーキングまたは
ドロップが可能になります。

 • キュー — データを一時的にポート上に保管しておくための、バッファ領域の割り当てです。

 • QoS ラベル — PFC QoS では、CoS、DSCP、および IP Precedence が QoS ラベルとして使用さ
れます。QoS ラベルは、レイヤ 3 パケットおよびレイヤ 2 フレームで伝送されるプライオリ
ティ値です。

 • スケジューリング — レイヤ 2 フレームをキューに割り当てることです。PFC QoS は、レイヤ 
2 CoS 値に基づいて、フレームをキューに割り当てます。

 • SRR は、デキューイング アルゴリズムです。

 • しきい値 — トラフィックをドロップする上限となる、キュー容量の割合です。

 • ToS は、IPv4 ヘッダーに含まれる 1 バイトのフィールドであり、パケットに適用されるプラ
イオリティ値の指定に使用されます。ToS フィールドは 8 ビットで構成されます。 初の 3 
ビットは IP precedence 値を指定します。これは 0 ～ 7 の値であり、0 は 小のプライオリ
ティ、7 は 大のプライオリティを示します。ToS フィールドは、DSCP 値の指定にも使用さ
れます。DSCP は、ToS の 上位 6 ビットによって定義されます。DSCP 値は 0 ～ 63 の範囲
で指定できます。

 • 重み値 — キューに割り当てられる帯域幅の割合です。
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PFC QoS の用語
36-132
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



Cisco
OL-13013-03-J
C H A P T E R37

自動 QoS の使用

この章では、自動 QoS（Quality of Service）設定機能を使用する方法について説明します。自動 
QoS 設定機能は、Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 自動 QoS の概要（p.37-1）
 • 自動 QoS の使用（p.37-3）

自動 QoS の概要
自動 QoS は、推奨する Architecture for Voice, Video, and Integrated Data（AVVID）QoS 設定をポー
トに適用するマクロです。ここでは、自動 QoS の機能について説明します。

 • Cisco IP Phone の自動 QoS のサポート（p.37-1）
 • Cisco IP Communicator の自動 QoS のサポート（p.37-2）
 • マーク付けされたトラフィックの自動 QoS のサポート（p.37-2）

Cisco IP Phone の自動 QoS のサポート

Cisco IP Phone は通常、ポートに直接接続されます。任意で、PC を電話機に接続し、スイッチへ
のホップとして使用できます。

電話機から発信されるトラフィックは、802.1Q または 802.1p タグでマーク付けできます。タグ
には、VLAN ID および CoS 値が含まれます。電話機から発信される CoS 値を信頼するように
ポートを設定すると、スイッチはその CoS 値を使用して、電話機のトラフィックの優先順位付け
を行います。

Cisco IP Phone には、3 ポートのスイッチが組み込まれていて、PC、電話機、およびスイッチ 
ポートから発信されるトラフィックを転送します。Cisco IP Phone には、設定が必要な信頼機能
および分類機能があります（「Cisco IP Phone サポートの設定」[p.12-7] を参照）。
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自動 QoS の概要
自動 QoS は、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドによ
り Cisco IP Phone をサポートします。IP Phone をサポートするよう設定されていて、IP Phone が接
続されているポートで、auto qos voip cisco-phone インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを入力すると、自動 QoS 機能は次の処理を実行します。

 • QoS がイネーブルになっていない場合は、QoS をグローバルにイネーブルにします。

 • ポートに VLAN ベースの QoS が設定されている場合は、デフォルトのポートベースの QoS 
に戻します（1p1q0t/1p3q1t ポートがあるスイッチング モジュール上のすべてのポートで実
行される）。

 • ポートの信頼状態を trust CoS に設定します。

 • trust CoS の QoS ポリシーを作成し、ポートの信頼をサポートしない 1q4t/2q2t 非ギガビット 
イーサネット ポートがあるスイッチング モジュール上のポートに適用します。

Cisco IP Communicator の自動 QoS のサポート

Cisco IP Communicator プログラムは、PC 上で実行して、Cisco IP Phone をエミュレートします。
Cisco IP Communicator は、CoS 値ではなく DSCP 値を使用してその音声トラフィックをマーク付
けします。Cisco IP Communicator から発信された DSCP 値を信頼するようポートを設定すると、
スイッチは DSCP 値を使用して、Cisco IP Communicator トラフィックの優先付けを行います。

自動 QoS は、auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コンフィギュレーション コマンドに
より Cisco IP Communicator プログラムをサポートします。Cisco IP Communicator プログラムを実
行している装置に接続されたポートで auto qos voip cisco-softphone インターフェイス コンフィ
ギュレーション コマンドを入力すると、自動 QoS 機能は次の処理を行います。

 • QoS がイネーブルになっていない場合は、QoS をグローバルにイネーブルにします。

 • ポートに VLAN ベースの QoS が設定されている場合は、デフォルトのポートベースの QoS 
に戻します（1p1q0t/1p3q1t ポートがあるスイッチング モジュール上のすべてのポートで実
行される）。

 • ポートに信頼状態が設定されている場合は、デフォルトの信頼状態（untrusted）に戻します。

 • 入力ポリサーを作成し、trust DSCP 46 に適用し、DSCP 26 を DSCP 24 パケットに再マーク付
けします。その他の DSCP 値を持つパケットまたはプロファイル外パケットは DSCP 0 で再
マーク付けされます。

マーク付けされたトラフィックの自動 QoS のサポート

ネットワーク内部に接続されたポートは、そのネットワークの QoS ポリシーと矛盾しない QoS 
ラベルによりマーク済みのトラフィックを受信する場合があります。この場合は、QoS ラベルを
変更する必要がありません。QoS の信頼機能を使用すると、受信した QoS 値を使用して、マーク
済みのトラフィックを処理できます。

自動 QoS は、auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュレーション コマンドによりマー
ク済みトラフィックをサポートします。auto qos voip trust インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力すると、自動 QoS 機能は次の処理を行います。

 • QoS がイネーブルになっていない場合は、QoS をグローバルにイネーブルにします。

 • ポートに VLAN ベースの QoS が設定されている場合は、デフォルトのポートベースの QoS 
に戻します（1p1q0t/1p3q1t ポートがあるスイッチング モジュール上のすべてのポートで実
行される）。

 • switchport コマンドによりポートが設定されている場合は、ポートの信頼状態を trust CoS に
設定します。
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自動 QoS の使用  
 • switchport コマンドによりポートが設定されていない場合は、ポートの信頼状態を trust DSCP 
に設定します。

 • trust CoS または trust DSCP の QoS ポリシーを作成し、ポートの信頼をサポートしない 
1q4t/2q2t 非ギガビット イーサネット ポートがあるスイッチング モジュール上のポートに適
用します。

自動 QoS の使用
ここでは、自動 QoS の使用方法について説明します。

 • 自動 QoS の設定時の注意事項および制約事項（p.37-3）
 • 自動 QoS の設定（p.37-4）

自動 QoS の設定時の注意事項および制約事項

ここでは、自動 QoS の設定時の注意事項および制約事項について説明します。

 • 自動 QoS はポートに対するコマンドを生成し、それらを実行コンフィギュレーションに追加
します。

 • 生成された QoS コマンドは、CLI から入力した場合と同様に適用されます。既存の設定があ
る場合、生成されたコマンドを適用できなかったり、生成されたコマンドにより既存の設定
が上書きされる可能性があります。このようなアクションは、警告なしで発生します。生成
されたコマンドが正常に適用された場合、上書きされなかった設定はすべて実行コンフィ
ギュレーションに残されます。上書きされたコマンドはすべて、startup-config ファイルに残
されます。

 • 生成されたコマンドの一部は、ポート ASIC が制御するすべてのポートに適用される PFC 
QoS コマンドのタイプとなります。これらのコマンドのいずれかが適用されると、PFC QoS 
は、ポート ASIC により制御されるすべてのポートにコマンドが適用されたことによって生
成されるメッセージを表示します。モジュールにもよりますが、コマンドが適用されるポー
トは 48 にも上る場合があります。『Release Notes for Cisco IOS Release 12.2(33)SXH and Later 
Releases』の各モジュールの説明を参照し、ポート グループの数およびポート グループあた
りのポート範囲を確認してください。

 • 同じポート ASIC が制御するポート上では、ポートの信頼状態の要件が競合するため、Cisco 
IP Phone およびその他の自動 QoS のオプションのサポートを設定できない場合があります。

 • 生成されたコマンドを適用できない場合は、以前の実行コンフィギュレーションが元に戻さ
れます。

 • 自動 QoS をイネーブルにしてから、他の QoS コマンドを設定してください。自動 QoS 設定
の完了後、必要に応じて、QoS 設定を変更できます。

 • 自動 QoS では、すでにポリシー マップが付加されているインターフェイスにポリシー マッ
プを付加できません。

 • 名前に AUTOQOS が含まれるポリシー マップまたはクラス マップを変更しないでください。

 • 次のインターフェイス上では、自動 QoS を設定できません。

 – ポートチャネル インターフェイス

 – VLAN インターフェイス（Switch Virtual Interface [SVI; スイッチ仮想インターフェイス ] 
とも言う）

 – トンネル インターフェイス

 – ループバック インターフェイス

 – すべてのタイプのインターフェイス上のサブインターフェイス
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自動 QoS の使用
自動 QoS の設定

ここでは、自動 QoS の設定手順について説明します。

 • Cisco IP Phone の自動 QoS のサポートの設定（p.37-4）
 • Cisco IP Communicator の自動 QoS のサポートの設定（p.37-5）
 • マーク付けされたトラフィックの自動 QoS のサポートの設定（p.37-6）

（注） 自動 QoS は、auto qos voip コマンドが入力されたポートの QoS ポート アーキテクチャに適した
コマンドを生成します。自動 QoS は、異なる auto qos voip コマンドごとに、これらの各 QoS 
ポート アーキテクチャに応じて異なる QoS コマンドを生成します。

 • 1p1q0t/1p3q1t
 • 1p1q4t/1p2q2t
 • 1p1q4t/1p3q8t
 • 1p1q8t/1p2q1t
 • 1q2t/1p2q2t
 • 1q2t/1p3q8t
 • 1q4t/2q2t
 • 1q8t/1p3q8t
 • 1q8t/1p7q8t
 • 2q8t/1p3q8t
 • 8q4t/1p7q4t
 • 8q8t/1p7q8t

次に示す手順には、生成されたコマンドを表示するのに必要なコマンドは含まれますが、自動 
QoS が生成する個々のコマンドはこのマニュアルに記載されていません。

Cisco IP Phone の自動 QoS のサポートの設定

（注） Cisco IP Phone に自動 QoS を設定する前に、「Cisco IP Phone サポートの設定」（p.12-7）の設定手順
を実行します。

Cisco IP Phone に自動 QoS を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# auto qos voip cisco-phone Cisco IP Phone に自動 QoS を設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show auto qos interface 
type1 slot/port 

設定した自動 QoS コマンドを表示します。
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自動 QoS の使用  
Cisco IP Phone に自動 QoS を設定する場合は、次の情報に注意してください。

 • インターフェイス上で自動 QoS をディセーブルにするには、no auto qos voip 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。

（注） no auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドが、QoS をグ
ローバルにディセーブルしたり、自動 QoS により作成された受信 CoS 値から内部 
DSCP へのマッピングを削除したりはしません。

 • CoS を信頼するように他のポートを設定することを求めるメッセージが表示される場合があ
ります。自動 QoS が生成したコマンドをイネーブルにするには、この指示に従う必要があり
ます。

次に、インターフェイス FastEthernet 1/1 上で 自動 QoS をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 1/1 
Router(config-if)# auto qos voip cisco-phone 

Cisco IP Communicator の自動 QoS のサポートの設定

Cisco IP Communicator に自動 QoS を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 6 Router# show running-config | include mls qos 
map cos-dscp 

生成した受信 CoS 値から内部 DSCP 値へのマッピング
を表示します。

ステップ 7 Router# show running-config interface 
type1 slot/port 

インターフェイスに設定されているすべてのコマンド
を表示します。

1. type = fastethernet または gigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# auto qos voip cisco-softphone Cisco IP Communicator に自動 QoS を設定し
ます。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show auto qos interface type1 slot/port 設定した自動 QoS コマンドを表示します。

ステップ 6 Router# show policy-map AUTOQOS-CISCO-SOFT-PHONE 自動 QoS により作成されたポリシー マップ
およびポリサーを表示します。

ステップ 7 Router# show class-map AUTOQOS-CISCO-SOFTPHONE-SIGNAL 
Router# show class-map AUTOQOS-CISCO-SOFTPHONE-DATA 

自動 QoS により作成されたクラス マップを
表示します。

ステップ 8 Router# show running-config | include mls qos map 
policed-dscp 

自動 QoS により作成された DSCP マークダ
ウン マップを表示します。

ステップ 9 Router# show running-config interface type1 slot/port インターフェイスに設定されているすべて
のコマンドを表示します。
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自動 QoS の使用
Cisco IP Communicator に自動 QoS を設定する場合は、次の情報に注意してください。

 • インターフェイス上で自動 QoS をディセーブルにするには、no auto qos voip 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。

（注） no auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、QoS をグ
ローバルにディセーブルにしたり、自動 QoS によって作成されたポリシー、クラス、
および DSCP マークダウン マップを削除したりはしません。

 • switchport キーワードにより設定されたポート上では、Cisco IP Communicator のサポートを
設定できません。

 • PFC QoS は、1023 の集約ポリサーをサポートし、ポート上で auto qos voip cisco-softphone コ
マンドを使用するたびに、2 つの集約ポリサーを使用します。

次に、インターフェイス FastEthernet 1/1 上で 自動 QoS をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 1/1 
Router(config-if)# auto qos voip cisco-softphone 

マーク付けされたトラフィックの自動 QoS のサポートの設定

マーク付けされたトラフィックに対する自動 QoS を設定するには、次の作業を行います。

マーク付けされたトラフィックを信頼するように自動 QoS を設定する場合は、次の情報に注意し
てください。

 • インターフェイス上で自動 QoS をディセーブルにするには、no auto qos voip 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。

（注） no auto qos voip インターフェイス コンフィギュレーション コマンドは、QoS をグ
ローバルにディセーブルにしたり、自動 QoS により作成された受信 CoS 値から内部 
DSCP へのマッピングを削除したりはしません。

 • switchport コマンドにより設定されたポートの場合、他のポートを trust CoS に設定するよう
指示するメッセージが表示される場合があります。自動 QoS が生成したコマンドをイネーブ
ルにするには、この指示に従う必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モード
を開始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# auto qos voip trust マーク付けされたトラフィックに対する自
動 QoS を設定します。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show auto qos interface type1 slot/port 設定した自動 QoS コマンドを表示します。

ステップ 6 Router# show running-config | include mls qos map 
cos-dscp 

switchport コマンドにより設定されたポート
に対して、生成され受信 CoS 値から内部 
DSCP へのマッピングを表示します。

ステップ 7 Router# show running-config interface type1 slot/port インターフェイスに設定されているすべて
のコマンドを表示します。
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自動 QoS の使用  
次に、インターフェイス FastEthernet 1/1 上で 自動 QoS をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 1/1 
Router(config-if)# auto qos voip trust 
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自動 QoS の使用
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MPLS QoS の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプ
ロトコル ラベル スイッチング）QoS（Quality of Service）を設定する方法について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • MPLS QoS は、第 36 章「PFC QoS の設定」で説明する PFC QoS 機能を MPLS トラフィックに
拡張します。

 • ここでは、MPLS QoS の各機能についての補足情報を説明します。この章では、PFC QoS 機
能を理解していることが前提となります。

 • MPLS QoS で使用可能なポリシングおよびマーキングは、Modular QoS Command-Line 
Interface（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）から管理します。MQC 
は、トラフィック クラスを定義し、トラフィック ポリシー（ポリシー マップ）を作成およ
び設定し、トラフィック ポリシーをインターフェイスに付加できるコマンドライン インター
フェイスです。MQC の詳細については、次の URL で『Cisco IOS Quality of Service Solutions 
Configuration Guide』Release 12.2 を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/qcfbook.pdf

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 用語（p.38-2）
 • MPLS QoS の機能（p.38-3）
 • MPLS QoS の概要（p.38-4）
 • MPLS QoS（p.38-5）
 • MPLS QoS の概要（p.38-7）
 • MPLS QoS のデフォルト設定（p.38-14）
 • MPLS QoS コマンド（p.38-16）
 • MPLS QoS の注意事項および制約事項（p.38-16）
 • MPLS QoS の設定（p.38-17）
 • MPLS DiffServ トンネリング モード（p.38-30）
 • Short Pipe モードの設定（p.38-33）
 • Uniform モードの設定（p.38-38）
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用語
用語
ここでは、MPLS QoS 用語の一部を定義します。

 • Class of Service（CoS; サービス クラス）は、Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）ヘッ
ダーまたは 802.1Q ヘッダー内の 3 ビットを指します。CoS は、交換回線ネットワークを通過
するイーサネット フレームのプライオリティを示すために使用されます。802.1Q ヘッダーの 
CoS ビットは、一般的に 802.1p ビットと呼びます。レイヤ 2 およびレイヤ 3 ドメインの両方
を通過するパケットの QoS を維持するには、Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）値
と CoS 値を相互にマッピングします。

 • 分類は、QoS のマーキングを行うトラフィックを選択する処理です。

 • Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）は、IP ヘッダーの ToS バ
イトの 初の 6 ビットです。DSCP は IP パケット内にのみ存在します。

 • E-LSP は、ノードが MPLS ヘッダーの experimental（EXP）ビットのみに基づき、MPLS パ
ケットに対する QoS 処理を予測する Label Switched Path（LSP; ラベル スイッチド パス）で
す。QoS 処理は EXP（クラス優先度およびドロップ優先度の両方）から予測されるので、複
数のトラフィック クラスを 1 つの LSP に多重化できます（同じラベルを使用）。EXP フィー
ルドは 3 ビット フィールドなので、単一 LSP では 大 8 つのトラフィック クラスをサポート
できます。 大クラス数は、コントロール プレーン トラフィックのいくつかの値を予約した
あと、または一部のクラス値に対応付けられたドロップ優先度がある場合は、これより少な
くなります。

 • EXP ビットは、ノードがパケットに行う必要がある QoS 処理（Per-Hop Behavior [PHB]）を定
義します。これは、IP ネットワークの Differentiated Service（DiffServ; ディファレンシエー
テッド サービス）Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）に相当します。DSCP はクラ
スおよびドロップ優先度を定義します。EXP ビットは通常、IP DSCP で符号化されたすべて
の情報の伝送に使用されます。ただし、ドロップ優先度を符号化するためだけに EXP ビット
を使用する場合もあります。

 • フレームは、レイヤ 2 のトラフィックを伝送します。レイヤ 2 フレームはレイヤ 3 パケット
を伝送します。

 • IP precedence は、IP ヘッダーの ToS バイト内の 上位 3 ビットです。

 • QoS タグは、レイヤ 3 パケットおよびレイヤ 2 フレームで伝送されるプライオリティ値です。
レイヤ 2 CoS ラベルの値の範囲は 0 ～ 7 であり、数値が高いほどプライオリティは高くなり
ます。レイヤ 3 IP precedence ラベルの値の範囲も 0 ～ 7 であり、数値が高いほどプライオリ
ティは高くなります。IP precedence 値は、1 バイトの ToS バイト内の 上位 3 ビットによって
定義されます。レイヤ 3 の DSCP ラベルの値は 0 ～ 63 です。DSCP 値は、1 バイトの IP ToS 
フィールド内の 上位 6 ビットによって定義されます。

 • Label Edge Router（LER; ラベル エッジ ルータ）は、パケットにラベルをインポーズまたは
ディスポーズする装置です。Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）ルータともいいます。

 • Label Switching Router（LSR; ラベル スイッチング ルータ）は、パケットのラベルに基づきト
ラフィックを転送する装置です。Provider（P）ルータともいいます。

 • マーキングは、パケットのレイヤ 3 DSCP 値を設定する処理です。また、輻輳の発生中に必
要なプライオリティを各パケットに設定するため、各パケットに対して MPLS EXP フィール
ドの様々な値を選択する処理でもあります。

 • パケットは、レイヤ 3 でトラフィックを伝送します。

 • ポリシング — トラフィック フローが使用する帯域幅を制限する処理です。ポリシングに
よって、トラフィックのマーキングまたはドロップが可能になります。
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MPLS QoS の機能  
MPLS QoS の機能
ネットワークに QoS を導入することで、選択したネットワーク トラフィックに提供するサービ
スを向上させることができます。ここでは、次の MPLS QoS 機能について説明します。これらは 
MPLS ネットワークでサポートされます。

 • MPLS EXP フィールド（p.38-3）
 • 信頼性（p.38-3）
 • 分類（p.38-3）
 • ポリシングおよびマーキング（p.38-4）
 • IP ToS の保持（p.38-4）
 • EXP 変換（p.38-4）
 • MPLS DiffServ トンネリング モード（p.38-4）

MPLS EXP フィールド

MPLS EXP フィールド値の設定により、自身のネットワーク上で送信される IP パケット内の IP 
precedence フィールド値を変更させたくないという、サービス プロバイダーの要件を満たすこと
ができます。

MPLS EXP フィールドに対して異なる値を選択することで、輻輳期間に必要とするプライオリ
ティを各パケットに設定できるように、パケットをマーキングできます。

デフォルトでは、インポジション中に、IP precedence 値が MPLS EXP フィールドにコピーされま
す。MPLS EXP ビットは、MPLS QoS ポリシーによってマーキングできます。

信頼性

受信したレイヤ 3 MPLS パケットに対し、PFC は通常、受信した 上位ラベルの EXP 値を信頼し
ます。MPLS パケットは、次のいずれの影響も受けません。

 • インターフェイスの信頼状態

 • ポートの CoS 値
 • policy-map trust コマンド

PFC は受信したレイヤ 2 MPLS パケットに対し、受信した 上位ラベルの EXP 値を信頼するか、
または CoS および出力キューイングの目的で、MPLS パケットにポートの信頼状態またはポリ
シーの信頼状態を適用します。

分類

分類とは、マーキングするトラフィックを選択する処理です。分類では、トラフィックは複数の
プライオリティ レベルまたは CoS に分割されます。トラフィック分類は、クラスベースの QoS 
プロビジョニングの主要コンポーネントです。PFC は、受信した MPLS パケット（ポリシーのイ
ンストール後）の 上位ラベルの EXP ビットに基づき、分類を行います。詳細については、
「MPLS パケット分類のためのクラス マップの設定」（p.38-19）を参照してください。
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MPLS QoS の概要
ポリシングおよびマーキング

ポリシングでは、設定されたレートを超えたトラフィックは廃棄されるか、またはより高いド
ロップ優先度にマークダウンされます。マーキングは、差別化すべきパケット フローを識別する
手段です。パケット マーキングにより、使用するネットワークを複数のプライオリティ レベル、
またはサービス クラスに分割できます。

実装可能な MPLS QoS ポリシングおよびマーキング機能は、受信したトラフィック タイプ、およ
びトラフィックに適用される転送処理によって決まります。詳細については、「ポリシー マップ
の設定」（p.38-22） を参照してください。

IP ToS の保持

PFC では、インポジション、スワップ、ディスポジションを含むすべての MPLS 操作中に、IP 
ToS が自動的に保持されます。IP ToS を保存するためのコマンドを入力する必要はありません。

EXP 変換

大 8 個の 出力 EXP 変換マップを設定して、内部 EXP 値が出力 EXP 値として書き込まれる前
に、内部 EXP 値を変換できます。出力 EXP 変換マップは、次のインターフェイス タイプに付加
できます。

 • LAN ポート サブインターフェイス

 • レイヤ 3 VLAN インターフェイス

 • レイヤ 3 LAN ポート

EXP 変換 マップは、次のインターフェイス タイプには付加できません。

 • レイヤ 2 LAN ポート（switchport コマンドにより設定されるポート）

 • FlexWAN ポートまたはサブインターフェイス

設定の詳細については、「MPLS QoS の出力 EXP 変換の設定」（p.38-28）を参照してください。

MPLS DiffServ トンネリング モード

PFC は、MPLS DiffServ トンネリング モードを使用します。トンネリングにより、ネットワーク
の端から端まで、QoS の透過性を提供できます。詳細については、「MPLS DiffServ トンネリング 
モード」（p.38-30）を参照してください。

MPLS QoS の概要
ネットワーク管理者は MPLS QoS を使用することで、差別化したサービス タイプを MPLS ネット
ワーク上で提供できます。DiffServ では、送信するパケットごとに、QoS によって各パケットに
指定されたサービスを提供することで、幅広い要件を満たします。サービスは様々な方法で指定
できます。たとえば、IP パケットでは IP precedence ビットの設定を使用します。

IP precedence フィールドでの QoS の指定

あるサイトから別のサイトへ IP パケットを送信する際、IP precedence フィールド（IP パケット 
ヘッダーに含まれる DSCP フィールドの先頭 3 ビット）は QoS を指定します。IP precedence マー
キングに基づき、この QoS に対して設定された処理がパケットに適用されます。サービス プロ
38-4
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 38 章      MPLS QoS の設定
MPLS QoS 
バイダー ネットワークが MPLS ネットワークである場合、IP precedence ビットはネットワーク 
エッジで MPLS EXP フィールドにコピーされます。ただし、サービス プロバイダーが MPLS パ
ケットの QoS を、提供するサービスに基づき別の値に設定したい場合もあります。

この場合、サービス プロバイダーは MPLS EXP フィールドを設定できます。IP ヘッダーは、常
にカスタマーが利用できます。IP パケットが MPLS ネットワークを通じて送信されても、IP パ
ケットの QoS は変更されません。

詳細については、「MPLS DiffServ トンネリング モード」（p.38-30）を参照してください。

MPLS QoS
ここでは、MPLS QoS の動作方法について説明します。

図 38-1 に、カスタマー ネットワークの 2 つのサイトを接続する、サービス プロバイダーの 
MPLS ネットワークを示します。

図 38-1 カスタマー IP ネットワークの 2 つのサイトを接続する MPLS ネットワーク

ネットワークは双方向ですが、このマニュアルではパケットは左から右へ移動するものとしま
す。

図 38-1 の記号には、次の意味があります。

 • CE1 — カスタマー装置 1
 • PE1 — サービス プロバイダーの入力 LER
 • P1 — サービス プロバイダーのネットワーク コア内の Label Switch Router（LSR; ラベル ス

イッチ ルータ）

 • P2 — サービス プロバイダーのネットワーク コア内の LSR
 • PE2 — サービス プロバイダーの出力 LER
 • CE2 — カスタマー装置 2

（注） PE1 および PE2 は、MPLS ネットワークと IP ネットワークの境界に存在します。

次に、MPLS ネットワークでの LER および LSR の動作について説明します。

 • MPLS ネットワークの入力エッジでの LER（p.38-6）
 • MPLS ネットワーク コアの LSR（p.38-6）
 • MPLS ネットワークの出力エッジでの LER（p.38-7）

CE1

4
1
8
6
7

PE1 P1 P2 PE2 CE2

IP

MPLS

IP

MPLS

 A  B
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MPLS QoS
（注） 入力インターフェイスでの QoS 機能は、入力インターフェイスが LAN ポート、FlexWAN、また
は拡張 FlexWAN モジュールのポート アダプタのいずれかによって異なります。ここでは、LAN 
ポートについて説明します。FlexWAN または拡張 FlexWAN モジュールの詳細については
『FlexWAN and Enhanced FlexWAN Installation and Configuration Note』を参照してください。

MPLS ネットワークの入力エッジでの LER

（注） 着信ラベルには集約または非集約の 2 つのタイプがあります。集約ラベルの場合は、到着した 
MPLS または MPLS Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）パケッ
トは、IP 検索によって次のホップおよび発信インターフェイスを見つけ出すことでスイッチング
される必要があることを示します。非集約ラベルの場合、パケットに IP ネクストホップ情報が
格納されます。

ここでは、MPLS ネットワークの入力側または出力側で、エッジ LER がどのように動作するかを
説明します。

MPLS ネットワークの入力側では、LER は次のようにパケットを処理します。

1. レイヤ 2 またはレイヤ 3 トラフィックは、MPLS ネットワークのエッジであるエッジ LER
（PE1）に入ります。

2. PFC は入力インターフェイスからトラフィックを受信し、802.1p ビットまたは IP ToS ビット
を使用して EXP ビットを決定して、分類、マーキング、ポリシングを実行します。着信 IP 
パケットを分類するため、入力サービス ポリシーでは Access Control List（ACL; アクセス コ
ントロール リスト）も使用されます。

3. PFC は着信 IP パケットごとに IP アドレスの検索を行い、ネクストホップ ルータを決定しま
す。

4. 適切なラベルがパケットにプッシュ（インポジション）され、QoS の決定に基づく EXP 値が
ラベル ヘッダーの MPLS EXP フィールドにコピーされます。

5. PFC は、ラベルの付けられたパケットを、適切な発信インターフェイスに転送して処理しま
す。

6. PFC は、802.1p ビットまたは IP ToS ビットも発信インターフェイスに転送します。

7. 発信インターフェイスでは、ラベル付きパケットはマーキングまたはポリシングのため、ク
ラスによって区別されます。LAN インターフェイスの場合、出力分類は MPLS ではなく、IP 
に基づいて行われます。

8. ラベル付きパケット（EXP によってマーキング）は、コア MPLS ネットワークに送信されま
す。

MPLS ネットワーク コアの LSR
ここでは、MPLS ネットワーク コアで使用される LSR がパケットを処理する仕組みについて説明
します。

1. エッジ LER（または他のコア装置）から送られた MPLS ラベル付きパケット（および 802.1p 
ビットまたは IP ToS ビット）は、コア LSR に着信します。

2. PFC は、入力インターフェイスからトラフィックを受信し、EXP ビットを使用して分類、
マーキング、ポリシングを実行します。

3. PFC は、テーブルを検索してネクストホップ LSR を決定します。
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MPLS QoS の概要 
4. 適切なラベルがパケットに添付（スワップ）され、MPLS EXP ビットがラベル ヘッダーにコ
ピーされます。

5. PFC は、ラベルの付けられたパケットを、適切な発信インターフェイスに転送して処理しま
す。

6. PFC は、802.1p ビットまたは IP ToS ビットも発信インターフェイスに転送します。

7. 発信パケットはマーキングまたはポリシングのため、MPLS EXP フィールドによって区別さ
れます。

8. ラベルが添付された（EXP マークの付いた）パケットは、コア MPLS ネットワーク内の別の 
LSR、または出力エッジの LER に送信されます。

（注） これらは MPLS パケットなので、サービス プロバイダーのネットワーク内には、使用するキュー
イング アルゴリズム用の IP precedence フィールドが存在しません。パケットは、プロバイダー 
エッジ ルータである PE2 に着信するまでは MPLS パケットのままです。

MPLS ネットワークの出力エッジでの LER
MPLS ネットワークの出力側では、LER は次のようにパケットを処理します。

1. コア LSR からの MPLS ラベル付きパケット（および 802.1p ビットまたは IP ToS ビット）は、
MPLS ネットワーク バックボーンからの出力 LER（PE2）に着信します。

2. PFC は、MPLS ラベルをパケットからポップ（ディスポジション）します。集約ラベルは、
元の 802.1p ビットまたは IP ToS ビットを使用して分類されます。非集約ラベルは、デフォル
トでは EXP 値で分類されます。

3. 集約ラベルの場合、PFC は IP アドレスの検索を行い、パケットの宛先を決定します。次に、
PFC はパケット処理のため、パケットを適切な発信インターフェイスに転送します。非集約
ラベルの場合、転送はラベルに基づいて行われます。デフォルトでは、非集約ラベルは出力 
PE ルータではなく、直前のホップ LSR ルータ（ 後の前）でポップされます。

4. PFC は、802.1p ビットまたは IP ToS ビットも発信インターフェイスに転送します。

5. パケットは 802.1p ビットまたは IP ToS ビットに従って区別され、適宜処理されます。

（注） MPLS EXP ビットを使用すると、MPLS パケットに QoS を指定できます。IP precedence ビットお
よび DSCP ビットを使用すると、IP パケットに QoS を指定できます。

MPLS QoS の概要
MPLS QoS は、IP QoS をサポートしています。MPLS パケットでは、PFC が非 MPLS の QoS マー
キングおよび ポリシングを適用できるように、EXP 値が内部 DSCP にマッピングされます。

入力および出力ポリシーでは、PFC モード MPLS QoS マーキングおよびポリシングの決定が、入
力 PFC でインターフェイス単位で行われます。入力インターフェイスは物理ポート、サブイン
ターフェイス、または VLAN です。

QoS ポリシー ACL は、入力および出力検索ごとに個別に QoS Ternary CAM（TCAM）でプログラ
ムされます。TCAM 出力検索は、IP 転送テーブル（Forwarding Information Base [FIB; 転送情報
ベース ]）の検索と NetFlow 検索が完了したあとに実行されます。

各 QoS TCAM 検索の結果、ポリサー設定およびポリシング カウンタを保持する RAM にインデッ
クスが作成されます。その他の RAM 領域には、microflow ポリサー設定が含まれます。microflow 
ポリシング カウンタは、QoS ACL と一致する各 NetFlow エントリで維持されます。
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MPLS QoS の概要
入力および出力集約の結果と microflow ポリシングの組み合わせにより、 終的なポリシングが
決定されます。プロファイル外パケットは、ドロップするか、または DSCP でマークダウンでき
ます。

ここでは、次の場合の MPLS QoS について説明します。

 • EoMPLS エッジの LER（p.38-8）
 • IP エッジでの LER（MPLS、MPLS VPN）（p.38-9）
 • MPLS コアでの LSR（p.38-12）

（注） ここでは、LAN ポートおよび FlexWAN ポートの QoS 機能について扱います。各機能の動作の詳
細については、適切なマニュアルを参照してください。

EoMPLS エッジの LER
ここでは、LER 上で機能する Ethernet over MPLS（EoMPLS）QoS 機能の概要について説明しま
す。EoMPLS QoS のサポートは、IP/MPLS-QoS に類似しています。

 • EoMPLS では、ポートが信頼できない場合、CoS の信頼状態は VC タイプ 5（ポート モード）
ではなく、VC タイプ 4（VLAN モード）に自動的に設定されます。これは、トンネル上での 
802.1q CoS 保存機能に似ています。

 • トンネルの入口で受信されたパケットは、VC タイプ 4 以外の EoMPLS インターフェイスで
は信頼不可として処理されます。VC タイプ 4 インターフェイスでは、入力ポートには trust 
CoS が自動設定され、ポリシー マーキングは適用されません。

 • 入力ポートが信頼可能として設定されている場合は、EoMPLS インターフェイス上で受信さ
れるパケットは、元の IP パケット ヘッダーの QoS ポリシーによってマーキングされません。
IP ポリシーによるマーキングは、信頼できないポートに対して行われます。

 • 802.1q ヘッダーを介して 802.1p CoS を利用できる場合、これは入力時から出力時まで保存さ
れます。

 • 1p タグが EoMPLS ヘッダー（VC タイプ 4）によってトンネリングされた場合、トンネルの
出口から出力されたあと、キューイングは保存された 802.1p CoS に基づいて行われます。そ
れ以外の場合、キューイングは QoS の決定から得られた CoS に基づいて行われます。

Ethernet/MPLS
Ethernet/MPLS では、入力インターフェイス、MPLS QoS、出力インターフェイスの各機能は、
IP/MPLS における該当機能と類似しています。詳細については、次のセクションを参照してくだ
さい。

 • IP/MPLS の分類（p.38-9）
 • IP/MPLS モード MPLS QoS の分類（p.38-10）
 • IP/MPLS 入力ポートでの分類（p.38-10）
 • IP/MPLS 出力ポートでの分類（p.38-10）

MPLS/Ethernet
MPLS/Ethernet の場合、入力インターフェイス、MPLS QoS、出力インターフェイスの各機能は、
MPLS/IP における該当機能と類似しています。ただし、EoMPLS カプセル開放では、出力 IP ポリ
シーを適用できません（パケットは MPLS としてのみ分類できます）。
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MPLS QoS の概要 
詳細については、次のセクションを参照してください。

 • MPLS/IP の分類（p.38-10）
 • MPLS/IP MPLS QoS の分類（p.38-11）
 • MPLS/IP 入力ポートでの分類（p.38-11）
 • MPLS/IP 出力ポートでの分類（p.38-11）

IP エッジでの LER（MPLS、MPLS VPN）

ここでは、MPLS および MPLS VPN ネットワークの入力（CE/PE）エッジおよび出力（PE/CE）
エッジでの、LER の QoS 機能について説明します。MPLS および MPLS VPN は、いずれも一般的
な MPLS QoS 機能をサポートします。追加された MPLS VPN 固有の QoS 情報については、

「MPLS VPN」（p.38-11）を参照してください。

IP/MPLS
PFC は、IP/MPLS エッジで次の MPLS QoS 機能を提供します。

 • mls qos trust コマンドまたは policy-map コマンドに基づいた EXP 値の割り当て

 • ポリシーを使用した EXP 値のマーキング

 • ポリシーを使用したトラフィックのポリシング

ここでは、IP/MPLS エッジで PFC がサポートする MPLS QoS 分類に関する情報を提供します。さ
らに、入力および出力インターフェイス モジュールによる機能についても説明します。

IP/MPLS の分類

IP トラフィックに対し、PFC の入力ポリシーと出力ポリシーは、IP precedence、IP DSCP、IP 
ACL の match コマンドを使用して、受信した元の IP 上のトラフィックを分類します。出力ポリ
シーでは、インポーズした EXP 値、または入力ポリシーによるマーキングに基づくトラフィッ
クの分類は行われません。

PFC は、ポート信頼ポリシーと QoS ポリシーを適用したあと、内部 DSCP を割り当てます。次
に、PFC はインポーズしたラベルの内部 DSCP/EXP グローバル マップに基づき、EXP 値を割り
当てます。複数のラベルがインポーズされている場合でも、各ラベルの EXP 値は同じ値です。
MPLS ラベルがインポーズされている場合、PFC は元の IP ToS を保持します。

PFC は、内部 DSCP/CoS グローバル マップに基づき、出力 CoS を割り当てます。デフォルトの内
部 DSCP/EXP と内部 DSCP/CoS マップに整合性がある場合は、出力 CoS はインポーズされた EXP 
と同じ値になります。

入力ポートが IP/IP トラフィックと IP/MPLS トラフィックの両方を受信する場合、分類を使用し
て 2 つのトラフィック タイプを分ける必要があります。たとえば、IP/IP トラフィックと 
IP/MPLS トラフィックの宛先アドレス範囲が異なる場合は、宛先アドレスに基づきトラフィック
を分類します。次に、IP ToS ポリシーを IP/IP トラフィックに適用し、（インポーズされた MPLS 
ヘッダーに EXP 値をマーキングまたは設定する）適切なポリシーを IP/MPLS トラフィックに適
用します。次の 2 つの例を参照してください。

 • IP ToS をマーキングする PFC ポリシーによって内部 DSCP を設定 — このポリシーがトラ
フィックすべてに適用された場合は、IP/IP トラフィックでは出力ポートによって、出力パ
ケット内の CoS（内部 DSCP から作成）が IP ToS バイトに書き換えられます。IP/MPLS トラ
フィックでは、PFC は、内部 DSCP をインポーズされた EXP 値にマッピングします。

 • MPLS EXP をマーキングする PFC ポリシーによって内部 DSCP を設定 — このポリシーがトラ
フィックすべてに適用された場合は、IP/IP トラフィックでは出力ポートによって、入力 IP 
ポリシー（または trust）に従って IP ToS が書き換えられます。CoS は ToS からマッピングさ
れます。IP/MPLS トラフィックでは、PFC は、内部 DSCP をインポーズされた EXP 値にマッ
ピングします。
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MPLS QoS の概要
IP/MPLS モード MPLS QoS の分類

MPLS QoS は、PE1 への入力時に以下をサポートします。

 • IP precedence 値または DSCP 値に基づく照合、またはアクセス グループによるフィルタリン
グ

 • set mpls experimental imposition コマンドおよび police コマンド

MPLS QoS は、PE1 からの出力時に mpls experimental topmost コマンドをサポートします。

IP/MPLS 入力ポートでの分類

IP/MPLS の分類は、IP/IP と同じです。LAN ポート分類は、受信したレイヤ 2 802.1Q CoS 値に基
づいて行われます。FlexWAN インターフェイスは、受信したレイヤ 3 IP ヘッダーの情報に基づ
きトラフィックを分類します。

IP/MPLS 出力ポートでの分類

LAN ポートでの分類は、受信した EXP 値に基づいて行われ、この値から出力 CoS 値がマッピン
グされます。

FlexWAN インターフェイスによるトラフィックの分類は、match mpls experimental コマンドを
使用して、出力 CoS を EXP 値のプロキシとして一致させた場合に行われます。match mpls 
experimental コマンドは、 上位ラベルの EXP 値では一致しません。

出力ポートがトランクの場合は、LAN ポートは、出力 CoS を出力 802.1Q フィールドにコピーし
ます。

MPLS/IP
MPLS QoS は、MPLS/IP エッジで次の機能をサポートします。

 • MPLS ドメインからの出力時に、出力インターフェイスごとに EXP 値を IP DSCP に伝播する
オプション

 • MPLS/IP 出力インターフェイスで IP サービス ポリシーを使用するオプション

ここでは、MPLS/IP MPLS QoS 分類に関する情報を提供します。さらに、入力および出力モ
ジュールによる機能についても説明します。

MPLS/IP の分類

PFC は QoS の結果に基づき、内部 DSCP（PFC が各フレームに割り当てる内部プライオリティ）
を割り当てます。QoS の結果は次の影響を受けます。

 • trust EXP のデフォルト値

 • ラベル タイプ（プレフィクス単位または集約）

 • VPN 数
 • 明示的な NULL の使用

 • QoS ポリシー

分類モードには次の 3 つがあります。

 • 通常の MPLS 分類 — 非集約ラベルでは、MPLS の再循環が存在しない場合、PFC は MPLS 
EXP 入力または出力ポリシーに基づいてパケットを分類します。PFC は EXP/DSCP/CoS マッ
ピングから作成した CoS に基づき、パケットをキューイングします。基本 IP DSCP は、出力
時のカプセル開放後に保存されるか、または（EXP/DSCP マップに基づき）EXP によって上
書きされます。
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MPLS QoS の概要 
 • VPN CAM 内の集約レベルの一致による IP 分類 — PFC は、次のいずれかを行います。

 – 基本の IP ToS を保存

 – EXP/DSCP グローバル マップから得られた値によって IP ToS を書き換え

 – IP ToS を、出力 IP ポリシーから得られた任意の値に変更

すべての場合、出力キューイングは DSCP/CoS マップからの 終 IP ToS に基づいています。

 • VPN CAM に集約ラベルが存在しない場合の IP 分類 — 再循環後、PFC は、MPLS カプセル開
放隣接で指定された入力予約済み VLAN に基づき、MPLS/IP パケットを通常の IP/IP パケッ
トから区別します。予約済み VLAN は、VPN および非 VPN において VPN Routing/Forwarding 
instance（VRF; VPN ルーティング / 転送インスタンス）単位で割り当てられます。再循環後
の入力 ToS は元の IP ToS 値となるか、または元の EXP 値から作成できます。出力 IP ポリ
シーは、入力 ToS を任意の値に上書きできます。

（注） 再循環の詳細については、「再循環」（p.26-4）を参照してください。

PE/CE 入力時の着信 MPLS パケットの場合は、PFC は MPLS 分類のみをサポートします。入力 IP 
ポリシーはサポートされません。MPLS コアからの PE/CE トラフィックは、出力時に IP として分
類またはポリシングされます。

MPLS/IP MPLS QoS の分類

MPLS QoS は、PE2 への入力時に、EXP 値の照合および police コマンドをサポートします。

MPLS QoS は、PE2 からの出力時に、IP precedence または DSCP 値の照合、またはアクセス グ
ループと police コマンドによるフィルタリングをサポートします。

MPLS/IP 入力ポートでの分類

LAN ポートでの分類は、EXP 値に基づいて行われます。FlexWAN インターフェイスは、match 
mpls experimental コマンドを使用してトラフィックを分類します。match mpls experimental コマ
ンドは、受信した 上位ラベルの EXP 値で一致します。

MPLS/IP 出力ポートでの分類

（注） 出力分類キューイングは、LAN ポートと WAN ポートでは異なります。

MPLS/IP の分類は、IP/IP の分類と同じです。

LAN インターフェイスの分類は、出力 CoS に基づいて行われます。FlexWAN インターフェイス
は、送信した IP ヘッダーの情報に基づいてトラフィックを分類します。

出力ポートがトランクの場合は、LAN ポートは出力 CoS を出力 802.1Q フィールドにコピーしま
す。

（注） MPLS/IP では、出力インターフェイスで MPLS IP（またはタグ IP）がイネーブルにされている場
合、出力 IP ACL または QoS は出力インターフェイスで無効となります。例外は、VPN CAM 内
で一致した場合です。この場合、パケットは出口で IP として分類されます。

MPLS VPN
ここで説明する情報は、MPLS VPN ネットワークにも該当します。

MPLS VPN では、次の PE MPLS QoS 機能がサポートされます。
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MPLS QoS の概要
 • VPN サブインターフェイスを通る CE/PE IP トラフィックの分類、ポリシング、またはマーキ
ング

 • VPN 単位の QoS（ポート単位、VLAN 単位、またはサブインターフェイス単位）

Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）/PE トラフィックの場合、または CE/PE/CE トラフィッ
クの場合は、サブインターフェイスのサポートにより、IP QoS 入力ポリシーまたは出力ポリシー
をサブインターフェイスおよび物理インターフェイスに適用できます。VPN 単位ポリシングは、
CE 側で指定された VPN に対応付けられた特定のインターフェイスまたはサブインターフェイス
にも提供されます。

複数のインターフェイスが同じ VPN に属する状況では、同じ PFC に関連付けられた類似イン
ターフェイスすべてに対し、入力または出力サービス ポリシー内で同一の共有ポリサーを使用す
ることで、VPN 単位のポリシング集約を実行できます。

集約 VPN ラベルでは、再循環の場合の EXP 伝播機能はサポートされないことがあります。 終
パケットが使用する出力インターフェイスが、MPLS 隣接に通知されないためです。

（注） 再循環の詳細については、「再循環」（p.26-4）を参照してください。

VPN のインターフェイスすべてで EXP 伝播機能がイネーブルの場合、PFC は EXP 値を伝播しま
す。

次の PE MPLS QoS 機能がサポートされます。

 • IP パケットに対する一般的な MPLS QoS 機能

 • VPN サブインターフェイスを通る CE/PE IP トラフィックの分類、ポリシング、またはマーキ
ング

 • VPN 単位の QoS（ポート単位、VLAN 単位、またはサブインターフェイス単位）

MPLS コアでの LSR
ここでは、MPLS および MPLS VPN ネットワーク コアにおける LSR（MPLS/MPLS）の MPLS 
QoS 機能について説明します。Carrier Supporting Carrier（CSC）QoS 機能における入力機能、出
力インターフェイス、PFC 機能は、次に説明する MPLS/MPLS で使用される各機能と類似してい
ます。CSC と MPLS/MPLS との違いは、CSC ではラベルを MPLS ドメイン内にインポーズできる
ことです。

MPLS/MPLS
MPLS コアでの MPLS QoS は、次の機能をサポートします。

 • サービス ポリシーに基づく EXP 単位のポリシング

 • 上位 EXP 入力値を、新たにインポーズされた EXP 値にコピー

 • MPLS ドメイン間の出力境界上での、任意の EXP 変換（2 つの近接 MPLS ドメイン間で、イ
ンターフェイス エッジ上での EXP 値の変更）

 • 特定の EXP 値に対する個別のラベル フローに基づく microflow ポリシング

 • マルチラベル スタックから 上位ラベルをポップする際の、 上位 EXP 値の基本 EXP 値へ
の任意伝播

ここでは、MPLS/MPLS QoS 分類に関する情報を提供します。さらに、入力および出力モジュー
ルの機能についての情報も提供します。
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MPLS QoS の概要 
MPLS/MPLS の分類

受信 MPLS パケットの場合、PFC はポートの信頼状態、入力 CoS、およびすべての policy-map 
trust コマンドを無視します。代わりに、PFC は 上位ラベルの EXP 値を信頼します。

（注） match mpls experimental コマンドを入力すると、MPLS トラフィックに対する PFC モード MPLS 
QoS 入力ポリシーおよび出力ポリシーは、受信した 上位ラベルの EXP 値に基づきトラフィッ
クを分類します。

MPLS QoS は、EXP/DSCP グローバル マップを使用して、EXP 値を内部 DSCP にマッピングしま
す。PFC の次の動作は、ラベルのスワップ、新規ラベルのインポーズ、またはラベルのポップの
どれを行うかによって異なります。

 • ラベルのスワップ — ラベルをスワップする場合、PFC は受信した 上位ラベルの EXP 値を
保持し、発信する 上位ラベルの EXP 値にこの値をコピーします。PFC は、内部 DSCP/CoS 
グローバル マップを使用して、出力 CoS を割り当てます。DSCP グローバル マップに整合性
がある場合、出力 CoS は発信する 上位ラベルの EXP に基づきます。

PFC は、police コマンドの exceed および violate アクションを使用して、プロファイル外トラ
フィックをマークダウンできます。適合するトラフィックはマーキングされないので、
conform アクションを送信する必要があります。set コマンドは使用できません。PFC はマー
クダウンを行う際、内部 DSCP マークダウン マップのインデックスとして内部 DSCP を使用
します。PFC は、内部 DSCP/EXP グローバル マップを使用して、内部 DSCP マークダウンの
結果を EXP 値にマッピングします。PFC は新しい EXP 値を発信 上位ラベルに書き換え、
新しい EXP 値をスタック内の他のラベルにコピーしません。PFC は、内部 DSCP/CoS グロー
バル マップを使用して、出力 CoS を割り当てます。DSCP マップに整合性がある場合、出力 
CoS は発信 上位ラベルの EXP 値に基づきます。

 • 追加ラベルのインポーズ — 新規ラベルを既存のラベル スタックにインポーズする場合、PFC 
は内部 DSCP/EXP マップを使用して、インポーズされたラベルの EXP 値に内部 DSCP をマッ
ピングします。次に、インポーズしたラベルの EXP 値を基本スワップ ラベルにコピーしま
す。PFC は、内部 DSCP/CoS グローバル マップを使用して、出力 CoS を割り当てます。
DSCP マップに整合性がある場合、出力 CoS はインポーズしたラベルの EXP 値に基づきま
す。

PFC はプロファイル内トラフィックをマーキングし、プロファイル外トラフィックをマーク
ダウンします。内部 DSCP をマーキングしたあと、PFC は内部 DSCP/EXP グローバル マップ
を使用して、新規にインポーズされたラベルの EXP 値に内部 DSCP をマッピングします。次
に、PFC は、インポーズしたラベルの EXP 値を基本スワップ ラベルにコピーします。PFC 
は、内部 DSCP/CoS グローバル マップを使用して、出力 CoS を割り当てます。したがって、
出力 CoS はインポーズしたラベルの EXP に基づきます。

 • ラベルのポップ — ラベルをマルチラベル スタックからポップする場合、PFC はエクスポー
ズしたラベルの EXP 値を保持します。PFC は、内部 DSCP/CoS グローバル マップを使用し
て、出力 CoS を割り当てます。DSCP マップに整合性がある場合、出力 CoS はポップしたラ
ベルの EXP 値に基づきます。

 • 出力インターフェイスに EXP 伝播が設定されている場合は、PFC は DSCP/EXP グローバル 
マップを使用して、内部 DSCP をエクスポーズしたラベルの EXP 値にマッピングします。
PFC は、内部 DSCP/CoS グローバル マップを使用して、出力 CoS を割り当てます。DSCP 
マップに整合性がある場合、出力 CoS はエクスポーズしたラベルの EXP 値に基づきます。

MPLS/MPLS QoS の分類

P1 または P2 への入力時に、MPLS QoS は次の機能をサポートします。

 • mpls experimental topmost コマンドによる照合

 • set mpls experimental imposition、police、set imposition を併用する police コマンド
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MPLS QoS のデフォルト設定
MPLS QoS は、P1 または P2 からの出力時に mpls experimental topmost コマンドによる照合をサ
ポートします。

MPLS/MPLS 入力ポートでの分類

LAN ポートでの分類は、PFC からの出力 CoS に基づいて行われます。FlexWAN インターフェイ
スは、match mpls experimental コマンドを使用してトラフィックを分類します。match mpls 
experimental コマンドは、受信した 上位ラベルの EXP 値で一致します。

MPLS/MPLS 出力ポートでの分類

LAN ポートでの分類は、PFC からの出力 CoS 値に基づいて行われます。FlexWAN インターフェ
イスは、match mpls experimental コマンドを使用してトラフィックを分類します。match mpls 
experimental コマンドは、出力 CoS で一致しますが、 上位ラベルの EXP 値では一致しません。

出力ポートがトランクの場合は、LAN ポートは出力 CoS を出力 802.1Q フィールドにコピーしま
す。

MPLS QoS のデフォルト設定
ここでは、MPLS QoS のデフォルト設定について説明します。次のグローバル MPLS QoS 設定が
適用されます。

機能 デフォルト値

PFC QoS のグローバル イネーブル 
ステート

（注） PFC QoS がディセーブルで、他のすべての PFC 
QoS パラメータがデフォルト値の場合、デフォル
トの EXP は IP precedence からマッピングされま
す。

（注） PFC QoS がイネーブルで、他のすべての PFC QoS 
パラメータがデフォルト値の場合、PFC QoS は 
LAN ポート（デフォルトは untrusted）から送信さ
れたすべてのトラフィックで、レイヤ 3 DSCP を 0

（untrusted ポートのみ）に、レイヤ 2 CoS を 0 に、
インポーズされた EXP を 0 に設定します。trust 
CoS の場合、EXP のデフォルト値は CoS からマッ
ピングされます。trust DSCP の場合、EXP のデ
フォルト値は IP precedence からマッピングされま
す。

PFC QoS のポート イネーブル ス
テート

PFC QoS がグローバルにイネーブルの場合、イネーブル

ポートの CoS 値 0

マイクロフロー ポリシング イネーブル

VLAN 内マイクロフロー ポリシング ディセーブル

ポート ベースまたは VLAN ベース
の PFC QoS

ポートベース
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MPLS QoS のデフォルト設定  
EXP/DSCP マップ 
（EXP 値に基づき設定された DSCP）

EXP 0 = DSCP  0 
EXP 1 = DSCP  8 
EXP 2 = DSCP 16 
EXP 3 = DSCP 24 
EXP 4 = DSCP 32 
EXP 5 = DSCP 40 
EXP 6 = DSCP 48 
EXP 7 = DSCP 56

IP precedence/DSCP マップ 
（IP precedence 値に基づき設定された 
DSCP）

IP precedence 0 = DSCP  0 
IP precedence 1 = DSCP  8 
IP precedence 2 = DSCP 16 
IP precedence 3 = DSCP 24 
IP precedence 4 = DSCP 32 
IP precedence 5 = DSCP 40 
IP precedence 6 = DSCP 48 
IP precedence 7 = DSCP 56

DSCP/EXP マップ 
（DSCP 値に基づき設定された EXP）

DSCP  0 ～ 7  = EXP 0 
DSCP  8 ～ 15 = EXP 1 
DSCP 16 ～ 23 = EXP 2 
DSCP 24 ～ 31 = EXP 3 
DSCP 32 ～ 39 = EXP 4 
DSCP 40 ～ 47 = EXP 5 
DSCP 48 ～ 55 = EXP 6 
DSCP 56 ～ 63 = EXP 7

DSCP マップからの DSCP のマーク
ダウン

マークダウンされた DSCP 値は元の DSCP 値と等しい
（マークダウンなし）

EXP 変換マップ デフォルトでは変換マップなし

ポリサー なし

ポリシー マップ なし

NetFlow テーブルの MPLS フロー マ
スク

Label + EXP 値

MPLS コア QoS MPLS コア QoS は、次の 4 つのいずれかとなります。

 • スワップ — 着信 EXP フィールドは発信 EXP フィー
ルドにコピーされます。

 • スワップ＋インポジション — 着信 EXP フィールド
は、スワップされた EXP フィールドとインポーズさ
れた EXP フィールドの両方にコピーされます。

（注） EXP フィールド用にサービスポリシーが設定され
ている場合は、この EXP フィールドはインポーズ
されたラベル、およびスワップされたラベルに挿
入されます。

 • 上位ラベルのディスポジション — エクスポーズし
た EXP フィールドを保持します。

 • ラベルのみのディスポジション — エクスポーズした 
IP DSCP を保持します。

MPLS/IP エッジ QoS エクスポーズした IP DSCP を保持します。

機能 デフォルト値
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MPLS QoS コマンド
MPLS QoS コマンド
MPLS QoS は、次の MPLS QoS コマンドをサポートします。

 • match mpls experimental topmost 
 • set mpls experimental imposition 
 • police 
 • mls qos map exp-dscp 
 • mls qos map dscp-exp 
 • mls qos map exp-mutation 
 • mls qos exp-mutation 
 • show mls qos mpls 
 • no mls qos mpls trust exp 

（注） サポートされる非 MPLS QoS コマンドの詳細については、「PFC QoS の設定」（p.36-67）を参照し
てください。

次のコマンドはサポートされません。

 • set qos-group 
 • set discard-class 

MPLS QoS の注意事項および制約事項
MPLS QoS を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • 受信パケットが IP パケットの場合の IP/MPLS または EoMPLS インポジション

 – QoS がディセーブルの場合は、EXP 値は受信した IP ToS に基づきます。

 – QoS が queuing-only モードの場合、EXP 値は受信した IP ToS に基づきます。

 • 受信パケットが IP パケット以外の場合の EoMPLS インポジション 
 – QoS がディセーブルの場合、EXP 値は入力 CoS に基づきます。

 – QoS が queuing-only モードの場合、EXP 値は受信した IP ToS に基づきます。

 • MPLS/MPLS 操作

 – QoS がディセーブルの場合にスワップすると、EXP 値は元の EXP 値に基づきます（EXP 
変換が存在しない場合）。

 – QoS がキューイングする場合にのみスワップすると、EXP 値は元の EXP 値に基づきます
（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS がディセーブルの場合に追加ラベルをインポーズすると、EXP 値は元の EXP 値に基
づきます（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS がキューイングする場合にのみ追加ラベルをインポーズすると、EXP 値は元の EXP 
値に基づきます（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS がディセーブルの場合にラベルを 1 つポップすると、EXP 値は基本 EXP 値に基づき
ます。

 – QoS が キューイングする場合にのみラベルを 1 つポップすると、EXP 値は基本 EXP 値に
基づきます。

 • EXP 値は MPLS/IP ディスポジションとは関係ありません。
38-16
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 38 章      MPLS QoS の設定

MPLS QoS の設定  
 • no mls qos rewrite ip dscp コマンドと MPLS には互換性がありません。PFC がインポーズする
ラベルに正しい EXP 値を割り当てられるように、デフォルトの mls qos rewrite ip dscp コマン
ドはイネーブルである必要があります。

 • no mls qos mpls trust exp コマンドを使用すると、CoS および出力キューイングの目的で、
MPLS パケットをレイヤ 2 パケットと同様に扱うことができます。この場合、デフォルトの 
EXP 値ではなく、ポートの信頼状態またはポリシーの信頼状態が適用されます。

MPLS QoS の設定
ここでは、MPLS QoS の設定手順について説明します。

 • QoS をグローバルにイネーブルにする方法（p.38-17）
 • queueing-only モードのイネーブル化（p.38-18）
 • MPLS パケット分類のためのクラス マップの設定（p.38-19）
 • 入力ポートでの MPLS パケットの信頼状態の設定（p.38-21）
 • ポリシー マップの設定（p.38-22）
 • ポリシー マップの表示（p.38-27）
 • MPLS QoS の出力 EXP 変換の設定（p.38-28）
 • EXP 値マッピングの設定（p.38-29）

QoS をグローバルにイネーブルにする方法

PFC に QoS を設定する前に、 mls qos コマンドを使用して、QoS 機能をグローバルにイネーブルに
する必要があります。このコマンドを使用すると、トラフィックのデフォルトの QoS 処理がイ
ネーブルになります。

mls qos コマンドがイネーブルになると、PFC はプライオリティ値を各フレームに割り当てます。
この値は内部 DSCP です。内部 DSCP は、受信したフレームと QoS 設定の内容に基づいて割り当
てられます。この値は、出力フレームの CoS および ToS フィールドに書き換えられます。

QoS をグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、QoS をグローバルにイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls qos 
Router(config)# end 
Router#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls qos 
QoS is enabled globally
  Microflow policing is enabled globally
  QoS ip packet dscp rewrite enabled globally

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos スイッチで PFC QoS をグローバルにイネーブル
にします。

Router(config)# no mls qos スイッチで PFC QoS をグローバルにディセーブ
ルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos 設定を確認します。
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MPLS QoS の設定
  Qos trust state is DSCP on the following interfaces:
    Gi4/1 Gi4/1.12 

  Qos trust state is IP Precedence on the following interfaces:
    Gi4/2 Gi4/2.42 
  Vlan or Portchannel(Multi-Earl) policies supported: Yes
  Egress policies supported: Yes

 ----- Module [5] -----
  QoS global counters:
    Total packets: 5957870
    IP shortcut packets: 0
    Packets dropped by policing: 0
    IP packets with TOS changed by policing: 6
    IP packets with COS changed by policing: 0
    Non-IP packets with COS changed by policing: 3
    MPLS packets with EXP changed by policing: 0

queueing-only モードのイネーブル化

queueing-only モードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

queueing-only モードをイネーブルにすると、ルータは次の処理を行います。

 • マーキングおよびポリシングをグローバルにディセーブルにします。

 • すべてのポートがレイヤ 2 CoS を信頼するように設定します。

（注） スイッチでは、タグなし入力トラフィックと、trust CoS に設定できないポートを介し
て受信されるトラフィックにポート CoS 値が適用されます。

次に、queueing-only モードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos queueing-only 
Router(config)# end 
Router#

制約事項および使用上の注意事項

QoS が PFC でディセーブル（no mls qos）の場合、EXP 値は次のように決定されます。

 • 受信パケットが IP パケットの場合の IP/MPLS または EoMPLS インポジション

 – QoS がディセーブル（no mls qos）の場合、EXP 値は受信した IP ToS に基づきます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos queueing-only queueing-only モードをイネーブルにします。

Router(config)# no mls qos queueing-only PFC QoS をグローバルにディセーブルにします。

（注） queueing-only モードを個別にディセーブ
ルにすることはできません。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos 設定を確認します。
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MPLS QoS の設定  
 – QoS が queuing-only モードの場合（mls qos queueing-only）、EXP 値は受信した IP ToS に
基づきます。

 • 受信パケットが IP パケット以外の場合の EoMPLS インポジション

 – QoS がディセーブルの場合、EXP 値は入力 CoS に基づきます。

 – QoS が queuing-only モードの場合、EXP 値は受信した IP ToS に基づきます。

 • MPLS/MPLS 操作

 – QoS がディセーブルの場合にスワップすると、EXP 値は元の EXP 値に基づきます（EXP 
変換が存在しない場合）。

 – QoS がキューイングする場合にのみスワップすると、EXP 値は元の EXP 値に基づきます
（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS がディセーブルの場合に追加ラベルをインポーズすると、EXP 値は元の EXP 値に基
づきます（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS が queuing-only モードの場合に追加ラベルをインポーズすると、EXP 値は元の EXP 
値に基づきます（EXP 変換が存在しない場合）。

 – QoS がディセーブルの場合にラベルを 1 つポップすると、EXP 値は基本 EXP 値に基づき
ます。

 – QoS が キューイングする場合にのみラベルを 1 つポップすると、EXP 値は基本 EXP 値に
基づきます。

 • EXP 値は MPLS/IP ディスポジションとは関係ありません。

MPLS パケット分類のためのクラス マップの設定

パケットの EXP 値によって MPLS ドメイン内のトラフィック クラスを定義するには、match 
mpls experimental topmost コマンドを使用できます。これにより、police コマンドを使用して、
インターフェイス単位で EXP トラフィックをポリシングするようサービス ポリシーを定義でき
ます。

クラス マップを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次の作業を行いま
す。

次に、MPLS EXP 値 3 を含むパケットすべてがトラフィック クラス exp3 と一致する例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# class-map exp3 
Router(config-cmap)# match mpls experimental topmost 3 
Router(config-cmap)# exit 
Router(config)# policy-map exp3 
Router(config-pmap)# class exp3 
Router(config-pmap-c)# police 1000000 8000000 conform-action transmit exceed-action drop 
Router(config-pmap-c)# exit 
Router(config-pmap)# end 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# class-map class_name パケットと一致するクラス マップを指定し
ます。

ステップ 2 Router(config-cmap)# match mpls experimental topmost 
value 

クラスと一致するパケット特性を指定しま
す。

ステップ 3 Router(config-cmap)# exit クラスマップ コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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MPLS QoS の設定
Router# show class exp3 
 Class Map match-all exp3 (id 61)
   Match mpls experimental topmost 3
Router# show policy-map exp3 
  Policy Map exp3
    Class exp3
     police cir 1000000 bc 8000000 be 8000000 conform-action transmit exceed-action drop
Router# show running-config interface fastethernet 3/27 
Building configuration...

Current configuration : 173 bytes
!
interface FastEthernet3/27
  ip address 47.0.0.1 255.0.0.0
  tag-switching ip
 end

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/27 
Router(config-if)# service-policy input exp3 
Router(config-if)#
Router#
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router# show running-config interface fastethernet 3/27 
Building configuration...

Current configuration : 173 bytes
!
interface FastEthernet3/27
  ip address 47.0.0.1 255.0.0.0
  tag-switching ip
  service-policy input exp3
 end

Router#
1w4d: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router# show mls qos mpls 
 QoS Summary [MPLS]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
    Fa3/27  5  In       exp3    0    2   dscp  0              0              0

       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3466140423              0
Router# show policy-map interface fastethernet 3/27 
 FastEthernet3/27

  Service-policy input: exp3

    class-map: exp3 (match-all)
      Match: mpls experimental topmost 3
      police :
        1000000 bps 8000000 limit 8000000 extended limit
      Earl in slot 5 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets, 0 bytes
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      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/27 
Router(config-if)# service-policy output ip2tag 
Router(config-if)# end 
Router# show mls qos ip 
 QoS Summary [IPv4]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
     Vl300  5  In          x   44    1     No  0              0              0
    Fa3/27  5 Out      iptcp   24    2     --  0              0              0

       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3466610741              0

制約事項および使用上の注意事項

MPLS パケットを分類する場合は、次の制約事項および注意事項が適用されます。

 • match mpls experimental コマンドでは、一致基準として使用する EXP フィールド値の名前を
指定します。各パケットはこの基準に基づき、クラス マップによって指定されたクラスに属
するかどうかをチェックされます。

 • match mpls experimental コマンドを使用するには、確立したい基準と一致するクラス名を指
定するため、まず class-map コマンドを入力する必要があります。クラスを特定してから、
match mpls experimental コマンドを使用して一致基準を設定できます。

 • 1 つのクラス マップで複数のコマンドを指定すると、 後に入力したコマンドだけが適用さ
れます。 後のコマンドは、それ以前に入力したコマンドを上書きします。

入力ポートでの MPLS パケットの信頼状態の設定

no mls qos mpls trust exp コマンドを使用すると、レイヤ 2 パケットに適用する場合と同様に、
MPLS パケットにポートまたはポリシーの信頼状態を適用できます。

入力ポートの MPLS パケット信頼状態を設定するには、次の作業を行います。

次に、着信 MPLS パケットが着信レイヤ 2 パケットと同様に動作するように、MPLS パケットの
信頼状態を untrusted に設定する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type slot/port} | 
{port-channel number}} 

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# no mls qos mpls trust exp 信頼できるすべてのトラフィック（trust 
cos、trust dscp、trust ip-precedence）が 
trust-cos として扱われるように、MPLS パ
ケットの信頼状態を設定します。

Router(config-if)# mls qos mpls trust exp 着信パケット内の EXP 値だけが信頼される
ように、デフォルトの信頼状態に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# end インターフェイス コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 4 Router# show mls qos 設定を確認します。
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Router(config)# interface fastethernet 3/27 
Router(config-if)# no mls qos mpls trust exp 
Router(config-if)# 

制約事項および使用上の注意事項

no mls qos mpls trust exp コマンドを使用して、入力ポートでの MPLS パケットの信頼状態を設定
する場合は、以下の制約事項および注意事項に従ってください。

 • このコマンドは、レイヤ 2 パケットにもレイヤ 3 パケットにも影響を与えます。したがって、
このコマンドはレイヤ 2 パケットがスイッチングされるインターフェイスのみで使用してく
ださい。

 • no mls qos mpls trust exp コマンドは入力マーキングに影響を与えますが、分類には影響はあ
りません。

ポリシー マップの設定

1 つのインターフェイスに付加できるポリシー マップは、1 つに限られます。ポリシー マップに
は、ポリシー マップ コマンドがそれぞれ異なる 1 つまたは複数のポリシー マップ クラスを含め
ることができます。

インターフェイスで受信するトラフィック タイプごとに、個別のポリシー マップ クラスをポリ
シー マップ内に設定します。各トラフィック タイプ用の全コマンドを、同一のポリシー マップ 
クラスに入れます。MPLS QoS は、一致したトラフィックに複数のポリシー マップ クラスのコマ
ンドを適用することはありません。

インポーズした全ラベルで EXP 値を設定するためのポリシー マップの設定

インポーズした全ラベル エントリで MPLS EXP フィールドの値を設定するには、QoS 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 mpls experimental imposition コマンドを使用
します。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。

（注） set mpls experimental コマンドが set mpls experimental imposition コマンドに置き換えられます。

次に、MPLS EXP 値 3 で定義された DSCP 値に従って、MPLS EXP インポジション値を設定する
例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# access-l 101 p tcp any any
Router(config)# class-map iptcp
Router(config-cmap)# match acc 101

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy_name ポリシー マップを作成します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class-map name [match-all | 
match-any] 

QoS クラス マップを設定するため、QoS ク
ラス マップ コンフィギュレーション モード
にアクセスします。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# set mpls experimental 
imposition {mpls-exp-value | from-field [table 
table-map-name]} 

インポーズしたラベル エントリすべてで 
MPLS EXP フィールドの値を設定します。

ステップ 4 Router(config-pmap-c)# exit クラスマップ コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
38-22
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 38 章      MPLS QoS の設定

MPLS QoS の設定  
Router(config-cmap)# exit
Router(config)#
Router(config-cmap)# policy-map ip2tag
Router(config-pmap)# class iptcp
Router(config-pmap-c)# set mpls exp imposition 3
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)#
Router#
1w4d: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
Router# show policy-map ip2tag
  Policy Map ip2tag
    Class iptcp
      set mpls experimental imposition 3
Router# show class iptcp
 Class Map match-all iptcp (id 62)
   Match access-group101

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/27
Router(config-if)# ser in ip2tag
Router(config-if)#
Routers
1w4d: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router# show pol ip2tag
  Policy Map ip2tag
    Class iptcp
      set mpls experimental imposition 3
Router# show class-map iptcp
 Class Map match-all iptcp (id 62)
   Match access-group  101

Router# show access-l 101
Extended IP access list 101
    10 permit tcp any any
Router# show mls qos ip
 QoS Summary [IPv4]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
    Fa3/27  5  In      iptcp   24    2     No  0              0              0
     Vl300  5  In          x   44    1     No  0              0              0

       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3466448105              0
Router#
Router# show policy-map interface fastethernet 3/27
 FastEthernet3/27

  Service-policy input: ip2tag

    class-map: iptcp (match-all)
      Match: access-group 101
      set mpls experimental 3:
      Earl in slot 5 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes

    class-map: class-default (match-any)
      Match: any
38-23
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 38 章      MPLS QoS の設定          

MPLS QoS の設定
    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show policy map ip2tag
  Policy Map ip2tag
    Class iptcp
      set mpls experimental imposition 3

EXP 値のインポジションに関する注意事項および制約事項

インポーズしたすべてのラベルに EXP 値を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従
います。

 • ラベルのインポジション中は set mpls experimental imposition コマンドを使用します。このコ
マンドは、インポーズされたすべてのラベル エントリの MPLS EXP フィールドを設定しま
す。

 • set mpls experimental imposition コマンドは、入力インターフェイス（インポジション）での
みサポートされます。

 • set mpls experimental imposition コマンドは EXP 値を直接マーキングしません。代わりに、内
部 DSCP/EXP グローバル マップを通じて EXP にマッピングされる内部 DSCP をマーキングし
ます。

 • 分類（元の受信 IP ヘッダーに基づく）とマーキング（内部 DSCP に対して行われる）におい
ては、IP/IP トラフィックと IP/MPLS トラフィックとが区別されないことに注意してくださ
い。IP ToS および EXP のマーキングに使用するコマンドの実行結果は、内部 DSCP をマーキ
ングした場合と同じです。

 • プッシュされたラベル エントリ値をデフォルト値とは異なる値に設定するには、set mpls 
experimental imposition コマンドを使用します。

 • IP precedence、DSCP フィールド、または QoS IP ACL で set mpls experimental imposition コマ
ンドを任意で使用すると、インポーズされたラベル エントリすべてで MPLS EXP フィールド
を設定できます。

 • PFC で受信 IP トラフィックにラベルをインポーズする場合、set mpls experimental imposition 
コマンドを使用して、EXP フィールドをマーキングできます。

このコマンドの詳細については、次の URL で『Cisco IOS Switching Services Command Reference』
Release 12.3 を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_command_reference_chapter09186a0
08017cf44.html#wp1092877

police コマンドを使用したポリシー マップの設定

ポリシングは、特定のトラフィック クラスを固有のレートに制限する、PFC ハードウェアの機能
です。PFC は、集約ポリシングおよびマイクロフロー ポリシングをサポートします。

集約ポリシングは、異なる送信元、宛先、プロトコル、送信元ポート、または宛先ポートに関係
なく、ポートに入るトラフィックをすべて測定します。マイクロフロー ポリシングは、ポートに
入るトラフィックすべてをフロー単位で（送信元、宛先、プロトコル、送信元ポート、または宛
先ポート単位で）測定します。集約ポリシングおよびマイクロフロー ポリシングの詳細について
は、「ポリサー」（p.36-17）を参照してください。

トラフィック ポリシングを設定するには、police コマンドを使用します。このコマンドの詳細に
ついては、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。
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次に、ポリサーでポリシー マップを作成する例を示します。

Router(config)# policy-map ip2tag
Router(config-pmap)# class iptcp
Router(config-pmap-c)# no set mpls exp topmost 3
Router(config-pmap-c)# police 1000000 1000000 c set-mpls-exp?
set-mpls-exp-imposition-transmit

Router(config-pmap-c)# police 1000000 1000000 c set-mpls-exp-imposit 3 e d
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit
Router(config)# interface fastethernet 3/27
Router(config-if)# ser in ip2tag
Router(config-if)#

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show pol ip2tag
  Policy Map ip2tag
    Class iptcp
     police cir 1000000 bc 1000000 be 1000000 conform-action 
set-mpls-exp-imposition-transmit 3 exceed-action drop
Router# show running-config interface fastethernet 3/27
Building configuration...

Current configuration : 202 bytes
!
interface FastEthernet3/27
  logging event link-status
  service-policy input ip2tag
end

Router# show mls qos ip
 QoS Summary [IPv4]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
    Fa3/27  5  In      iptcp   24    2     No  0              0              0
     Vl300  5  In          x   44    1     No  0              0              0

       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3468105262              0
Router# show policy interface fastethernet 3/27
 FastEthernet3/27

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy_name ポリシー マップを作成します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class-map name [match-all | 
match-any] 

QoS クラス マップを設定するため、QoS クラス 
マップ コンフィギュレーション モードにアクセ
スします。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# police {aggregate name} 共有集約ポリサーにクラスを追加します。

ステップ 4 Router(config-pmap-c)# police bps burst_normal 
burst_max conform-action action exceed-action 
action violate-action action 

クラス別インターフェイス別のポリサーを作成し
ます。

ステップ 5 Router(config-pmap-c)# police flow {bps 
[burst_normal] | [conform-action action] 
[exceed-action action]

入力フロー ポリサーを作成します（出力ポリ
シーではサポートされません）。

ステップ 6 Router(config-pmap-c)# exit クラスマップ コンフィギュレーション モードを
終了します。
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  Service-policy input: ip2tag

    class-map: iptcp (match-all)
      Match: access-group 101
      police :
        1000000 bps 1000000 limit 1000000 extended limit
      Earl in slot 5 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: set-mpls-exp-imposition-transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

    class-map: class-default (match-any)
      Match: any

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any
R7# show mls qos ip
 QoS Summary [IPv4]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
    Fa3/27  5  In      iptcp   24    2     No  0              0              0
     Vl300  5  In          x   44    1     No  0              0              0

       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3468161522              0

制約事項および使用上の注意事項

police コマンドを使用してポリシー マップを設定する場合は、次の制約事項および注意事項が適
用されます。

 • MPLS では、exceed-action action コマンドと violate-action action コマンドは、IP を使用する場
合と同様に動作します。パケットがドロップされるか、または EXP 値がマークダウンされま
す。これらのアクションが IP/IP トラフィックに与える影響については、「ポリシー マップの
設定」（p.36-84）を参照してください。

 • MPLS では、set-dscp transmit action コマンドと set-prec-transmit action コマンドは、CoS ビッ
トにマッピングされる内部 DSCP を設定します。内部 DSCP はキューイングに影響します。
ただし、インポジション以外の EXP 値は変更されません。

 • PFC で受信 MPLS トラフィックのラベルをスワップする場合、police コマンドの 
exceed-action policed-dscp-transmit および violate-action policed-dscp-transmit キーワードを使
用して、プロファイル外トラフィックをマークダウンできます。PFC は、プロファイル内ト
ラフィックをマーキングしません。プロファイル外トラフィックをマークダウンする場合、
PFC3BXL または PFC3B は発信 上位ラベルをマーキングします。PFC は、ラベル スタック
内でマークダウンを伝播しません。

 • MPLS では、フロー キーはラベルおよび EXP 値に基づきます。フローマスク オプションは
ありません。それ以外の場合、フロー キー操作は IP/IP と同様です。「ポリシー マップの設
定」（p.36-84）を参照してください。

 • police コマンドを使用すると、プッシュしたラベル エントリ値を、ラベル インポジション中
のデフォルト値とは異なる値に設定できます。

 • PFC で受信 IP トラフィックにラベルをインポーズする場合、conform-action 
set-mpls-exp-imposition-transmit キーワードを使用して、EXP フィールドをマーキングでき
ます。
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 • IP/MPLS インポジション中、IP ToS マーキングはサポートされません。IP ToS をマーキング
するようにポリシーを設定すると、PFC は EXP 値をマーキングします。

ポリシー マップの表示

ポリシー マップの表示では、MPLS QoS クラスのインターフェイス サマリーを表示するか、また
は指定したインターフェイス上のサービス ポリシーすべてに対して設定された全クラスの設定を
表示できます。

MPLS QoS ポリシー マップのクラス サマリーの表示

MPLS QoS ポリシー マップのクラス サマリーを表示するには、次の作業を行います。

次に、MPLS QoS ポリシー マップのクラス サマリーを表示する例を示します。

Router# show mls qos mpls
 QoS Summary [MPLS]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)
      Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                                   Id         Id
-------------------------------------------------------------------------------
    Fa3/27  5  In       exp3    0    2   dscp  0              0              0
       All  5   -    Default    0    0*    No  0     3466140423              0

すべてのクラスの設定の表示

指定したインターフェイス上のすべてのサービス ポリシーに対して設定された、すべてのクラス
の設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス FastEthernet 3/27 の全クラスの設定を表示する例を示します。

Router# show policy interface fastethernet 3/27
 FastEthernet3/27

  Service-policy input: ip2tag

    class-map: iptcp (match-all)
      Match: access-group 101
      police :
        1000000 bps 1000000 limit 1000000 extended limit
      Earl in slot 5 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: set-mpls-exp-imposition-transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps

    class-map: class-default (match-any)
      Match: any

コマンド 目的

Router# show mls qos mpls [{interface interface_type 
interface_number} | {module slot} 

MPLS QoS ポリシー マップのクラス サマリーを表示しま
す。

コマンド 目的

Router# show policy interface interface_type 
interface_number 

指定したインターフェイス上のすべてのポリシー マップ
に設定された、すべてのクラスの設定を表示します。
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    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any

MPLS QoS の出力 EXP 変換の設定

ここでは、MPLS QoS の出力 EXP 変換を設定する手順について説明します。

 • 名前付き EXP 変換マップの設定（p.38-28）
 • インターフェイスへの出力 EXP 変換マップの付加（p.38-28）

名前付き EXP 変換マップの設定

名前付き EXP 変換マップを設定するには、次の作業を行います。

名前付き EXP 変換マップを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • 変換された EXP 値にマッピングする、 大 8 つの入力 EXP 値を入力できます。

 • 複数のコマンドを入力して、変換された EXP 値に追加の EXP 値をマッピングできます。

 • 変換された EXP 値ごとに個別のコマンドを入力できます。

 • 内部 EXP 値が入力 EXP 値として書き込まれる前に、内部 EXP 値を変換する入力 EXP 変換
マップを 大 15 個設定できます。入力 EXP 変換 マップは、PFC QoS がサポートする任意の
インターフェイスに付加できます。

 • PFC QoS は、内部 DSCP 値に基づいて出力 EXP 値を作成します。入力 EXP 変換を設定する場
合は、PFC QoS は変換した EXP 値から入力 EXP 値を作成しません。

インターフェイスへの出力 EXP 変換マップの付加

出力 EXP 変換マップをインターフェイスに付加するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map exp-mutation name 
mutated_exp1 mutated_exp2 mutated_exp3 
mutated_exp4 mutated_exp5 mutated_exp6 
mutated_exp7 mutated_exp8

名前付き EXP 変換マップを設定します。

Router(config)# no mls qos map exp-mutation name デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port[.subinterface]} | {port-channel 
number[.subinterface]}}

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos exp-mutation 
exp-mutation-table-name

出力 EXP 変換マップをインターフェイスに付加
します。

Router(config-if)# no mls qos exp-mutation インターフェイスから出力 DSCP 変換マップを削
除します。
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次に、mutemap2 という名前の出力 EXP 変換マップを付加する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 3/26 
Router(config-if)# mls qos exp-mutation mutemap2
Router(config-if)# end

EXP 値マッピングの設定

ここでは、EXP 値を他の値にマッピングする方法について説明します。

 • 入力 EXP/ 内部 DSCP マップの設定（p.38-29）
 • 名前付き出力 DSCP/ 出力 EXP マップの設定（p.38-30）

入力 EXP/ 内部 DSCP マップの設定

入力 EXP/ 内部 DSCP マップを設定するには、次の作業を行います。

次に、入力 EXP/ 内部 DSCP マップを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map exp-dscp 43 43 43 43 43 43 43 43
Router(config)#

次に、設定を確認する例を示します。

Router(config)# show mls qos map exp-dscp
   Exp-dscp map:
         exp:   0  1  2  3  4  5  6  7 
     ------------------------------------
        dscp:  43 43 43 43 43 43 43 43 

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show running-config interface {{vlan 
vlan_ID} | {type slot/port} | {port-channel 
number}} 

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map exp-dscp values 入力 EXP 値から内部 DSCP 値へのマッピングを
設定します。EXP 値に対応する DSCP 値を 8 個入
力する必要があります。有効値は 0 ～ 63 です。

Router(config)# no mls qos map exp-dscp デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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名前付き出力 DSCP/ 出力 EXP マップの設定

名前付き出力 DSCP/ 出力 EXP マップを設定するには、次の作業を行います。

次に、名前付き出力 DSCP/ 出力 EXP マップを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos map dscp-exp 20 25 to 3
Router(config)#

MPLS DiffServ トンネリング モード
トンネリングでは、ネットワークの一方のエッジから他方のエッジまで、QoS を透過的にするこ
とができます。トンネルは、ラベルがインポーズされたところから開始します。トンネルは、ラ
ベルがディスポーズされたところで終了します。つまり、ここではラベルがスタックから取り外
され、パケットは下位に位置する別の PHB レイヤでの MPLS パケットとして、または IP PHB レ
イヤでの IP パケットとして出力されます。

PFC の場合、ネットワーク上でのパケットの転送方法は 2 つあります。

 • Short Pipe モード — Short Pipe モードでは、出力 PE ルータは中間プロバイダー（P）ルータに
よるマーキングではなく、元のパケット マーキングを使用します。EXP マーキングは、パ
ケット ToS バイトに伝播しません。

このモードの詳細については、「Short Pipe モード」（p.38-31）を参照してください。

設定の詳細については、「Short Pipe モードの設定」（p.38-33）を参照してください。

 • Uniform モード — Uniform モードでは、IP パケットのマーキングを操作して、サービス プロ
バイダーの QoS マーキングをコアに反映できます。このモードでは、CE ルータやコア ルー
タを含め、ネットワーク全体で一貫した QoS 分類およびマーキングを実行できます。EXP 
マーキングは基本 ToS バイトに伝播されます。

詳細については、「Uniform モード」（p.38-32）を参照してください。

設定手順の詳細については、「Uniform モードの設定」（p.38-38）を参照してください。

いずれのトンネリング モードも、エッジ LSR および直前 LSR の動作に影響します。ここではラ
ベルのパケットへの付加、およびパケットからの削除が行われます。これらのモードは、中間
ルータでのラベル スワップには影響しません。サービス プロバイダーは、カスタマーごとに異
なるタイプのトンネリング モードを選択できます。

詳細については、次の URL で「MPLS DiffServ Tunneling Modes」を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080110bd5.htm
l

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos map dscp-exp dscp_values 
to exp_values 

名前付き出力 DSCP/ 出力 EXP マップを設定しま
す。1 つの EXP 値には、一度に 大 8 個の DSCP 
値を入力できます。有効値は 0 ～ 7 です。

Router(config)# no mls qos map dscp-exp デフォルトのマッピングに戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos maps 設定を確認します。
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Short Pipe モード

Short Pipe モードは、カスタマーとサービス プロバイダーの DiffServ ドメインが異なる場合に使
用します。これにより、サービス プロバイダーは独自の DiffServ ポリシーを実行しつつ、カスタ
マーの DiffServ 情報を保存できます。この結果、サービス プロバイダー ネットワーク全体にお
いて、DiffServ の透過性を維持できます。

コアで実装された QoS ポリシーは、パケットの ToS バイトに伝播しません。MPLS EXP 値に基づ
いた分類は、カスタマー方向の出力 PE インターフェイスで終了します。カスタマー方向の出力 
PE インターフェイスでの分類は、MPLS ヘッダーではなく、元の IP パケット ヘッダーに基づき
ます。

（注） 出力 IP ポリシー（プロバイダーの PHB マーキングではなく、カスタマーの PHB マーキングに基
づく）が存在する場合は、自動的に Short Pipe モードであることを意味します。

図 38-2 VPN での Short Pipe モードの動作

Short Pipe モードは次のように機能します。

1. CE1 は IP パケットを、IP DSCP 値 1 の PE1 に送信します。

2. PE1 は MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリの 5 に設定します。

3. PE1 はパケットを P1 に送信します。

4. P1 は MPLS EXP フィールド値をスワップ ラベル エントリの 5 に設定します。

5. P1 はパケットを P2 に送信します。

6. P2 は IGP ラベル エントリをポップします。

7. P2 はパケットを PE2 に送信します。

8. PE2 は BGP ラベルをポップします。

9. PE2 はパケットを CE2 に送信しますが、IP DSCP 値に基づいて QoS を送信しません。

詳細については、次の URL で「MPLS DiffServ Tunneling Modes」を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a0080110bd5.htm
l
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Short Pipe モードの制約事項および注意事項

次の制約事項が Short Pipe モードに適用されます。

MPLS/IP 出力インターフェイスが EoMPLS である（隣接に End Of Marker [EoM] ビットが設定さ
れている）場合、Short Pipe モードはサポートされません。

Uniform モード

Uniform モードでは、パケットは IP および MPLS ネットワークで均一に処理されます。つまり、
IP precedence 値および MPLS EXP ビットは、常に同じ PHB に対応します。ルータがパケットの 
PHB を変更またはリカラーするつど、その変更は、カプセル化のマーキングすべてに伝播される
必要があります。ルータによる伝播が行われるのは、パケットのパス上にあるいずれかのルータ
でラベルのインポジションまたはディスポジションが行われたため、PHB が追加またはエクス
ポーズされた場合のみです。カラーは、全レベルのあらゆる場所に反映する必要があります。た
とえば、パケットの QoS マーキングが MPLS ネットワークで変更された場合、IP QoS マーキング
はその変更を反映します。

図 38-3 Uniform モードでの操作

このアクションは、IP precedence ビット マーキングまたは DSCP マーキングのどちらが存在する
かによって異なります。

IP precedence ビット マーキングが存在する場合は、次のアクションが行われます。

1. IP パケットが、MPLS ネットワーク内の PE1（サービス プロバイダーのエッジ ルータ）に着
信します。

2. ラベルがパケットにコピーされます。

3. MPLS EXP フィールド値がリカラーされる場合は（送信されるパケット数が多すぎたために
パケットがレート超過になる場合など）、その値が IGP ラベルにコピーされます。BGP ラベ
ル値は変更されません。
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4. 直前ホップでは、IGP ラベルは削除されます。この値は、次に低いレベルのラベルにコピー
されます。

5. すべての MPLS ラベルが IP パケットとして送信されるパケットから削除されると、IP 
precedence 値または DSCP 値は、コアで 後に変更された EXP 値に設定されます。

次に、IP precedence ビット マーキングが存在する場合の例を示します。

1. CE1（カスタマー装置 1）では、IP パケットの IP precedence 値が 3 となっています。

2. パケットが MPLS ネットワーク内の PE1（サービス プロバイダーのエッジ ルータ）に着信す
ると、パケットにインポーズされたラベル エントリに IP precedence 値 3 がコピーされます。

3. IGP ラベル ヘッダーの MPLS EXP フィールドは、マークダウンすることで MPLS コア内（P1 
など）で変更できます。

（注） IP precedence ビットが 3 であり、Uniform モードではラベルが常に同じなので、BGP ラベルおよ
び IGP ラベルの値も 3 となります。パケットは IP および MPLS ネットワークで均一に処理されま
す。

Uniform モードの制約事項および注意事項

次の制約事項は Uniform モードに適用されます。

出力 IP ACL またはサービス ポリシーが MPLS/IP 終了ポイントで設定されている場合、Uniform 
モードは再循環されるので常に実行されます。

MPLS DiffServ トンネリングの制限事項および使用上の注意事項

MPLS DiffServ トンネリングの 制限事項および使用上の注意事項は次のとおりです。

 • MPLS EXP フィールドは 3 ビット フィールドなので、1 個の LSP では、 大 8 個のトラ
フィック クラス（つまり 8 個の PHB）をサポートできます。

 • MPLS DiffServ トンネリング モードは E-LSP をサポートします。E-LSP は、ノードが MPLS 
ヘッダーの EXP ビットからのみ、MPLS パケットに対する QoS 処理を決定する LSP です。

次の機能は、MPLS DiffServ トンネリング モードでサポートされます。

 • MPLS PHB レイヤ管理（レイヤ管理は、パケットにマーキングする PHB のレイヤを追加する
機能です）

 • 管理 CE ルータ上での制御による、MPLS レイヤ管理の向上したスケーラビリティ

 • MPLS がパケットの QoS をトンネリング可能（すなわち、QoS がエッジからエッジまで透過
的）。QoS の透過性では、IP パケットの IP マーキングは MPLS ネットワーク上で保持されま
す。

 • MPLS EXP フィールドは、IP precedence フィールドまたは DSCP フィールドでマーキングさ
れた PHB とは別々にマーキングされます。

Short Pipe モードの設定
ここでは、Short Pipe モードの設定方法について説明します。

 • 入力 PE ルータ — カスタマー方向インターフェイス（p.38-34）
 • 入力 PE ルータの設定 — P 方向インターフェイス（p.38-35）
 • P ルータの設定 — 出力インターフェイス（p.38-36）
 • 出力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス（p.38-37）
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（注） • 次のステップは、Short Pipe モードを設定する方法を示しますが、これが唯一の方法ではあり
ません。

 • IP クラスを含んだ出力サービス ポリシーをインターフェイスに付加する場合、出力 PE（ま
たは PHP）の Short Pipe モードは自動設定されます。

入力 PE ルータ — カスタマー方向インターフェイス

この手順では、MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリに設定するようポリシー 
マップを設定します。

EXP 値を設定するには、入力 LAN が信頼不可（untrusted）である必要があります。FlexWAN 
ポートには信頼性の概念がありませんが、従来の Cisco IOS ルータと同様、入力 ToS は変更され
ません（マーキング ポリシーが設定されていないかぎり）。

MPLS および VPN では、入力 PE はすべての入力 PFC IP ポリシーをサポートします。IP 
ACL/DSCP/precedence に基づいた PFC IP ポリシーの分類の詳細については、次の URL を参照し
てください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/software/122sx/swcg/qos.htm

MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリに設定するようにポリシー マップを設定す
るには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# access-list 
ipv4_acl_number_or_name permit any

IPv4 アクセス リストを作成します。

ステップ 3 Router(config)# class-map class_name クラス マップを作成します。

ステップ 4 Router(config-cmap)# match access-group 
ipv4_acl_number_or_name 

ステップ 2 で作成した ACL に基づくフィルタリン
グを行うように、クラス マップを設定します。

ステップ 5 Router(config)# policy-map policy_map_name 名前付き QoS ポリシーを作成します。

ステップ 6 Router(config-pmap)# class class_name ステップ 3 で作成したクラス マップを使用するよう
に、ポリシーを設定します。

ステップ 7 Router(config-pmap-c)# police bits_per_second 
[normal_burst_bytes] conform-action 
set-mpls-exp-transmit exp_value exceed-action 
drop

ポリシングを設定します。ここでは、次を設定しま
す。

 • Service Level Agreement（SLA; サービス レベル
契約）で指定されたレート制限に準拠するパ
ケットに対して実行するアクション。

 • SLA で指定されたレート制限を超えるパケット
に対して実行するアクション。

exp_value は、MPLS EXP フィールドを設定します。

ステップ 8 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 9 Router(config-if)# no mls qos trust インターフェイスを untrusted として設定します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy input 
policy_map_name 

ステップ 5 で作成したポリシー マップを、入力サー
ビス ポリシーとしてインターフェイスに付加しま
す。
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設定例

次に、MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリに設定するようポリシー マップを設
定する例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# access-list 1 permit any
Router(config)# class-map CUSTOMER-A
Router(config-cmap)# match access-group 1
Router(config)# policy-map set-MPLS-PHB
Router(config-pmap)# class CUSTOMER-A
Router(config-pmap-c)# police 50000000 conform-action set-mpls-exp-transmit 4 
exceed-action drop
Router(config)# interface GE-WAN 3/1
Router(config-if)# no mls qos trust
Router(config)# interface GE-WAN 3/1.31
Router(config-if)# service-policy input set-MPLS-PHB

入力 PE ルータの設定 — P 方向インターフェイス

この手順では、MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケ
ジューリング処理を行います。

（注） ここで示す QoS 機能は、FlexWAN、拡張 FlexWAN モジュールでのみ利用できます。

MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリング処
理を行うには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# class-map class_name パケットがマッピングされる（パケットと一致す
る）クラス マップを指定します。トラフィック ク
ラスを作成します。

ステップ 3 Router(config-c-map)# match mpls experimental 
exp_list 

パケットがクラスに属するかを判別するための照合
で一致基準として使用される、MPLS EXP フィール
ド値を指定します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map name クラスと一致するパケットに QoS ポリシーを設定
します。

ステップ 5 Router(config-p-map)# class class_name トラフィック クラスとサービス ポリシーを関連付
けます。

ステップ 6 Router(config-p-map-c)# bandwidth 
{bandwidth_kbps | percent percent}

トラフィック クラスに対する 小帯域幅保証を指
定します。 小帯域幅保証は、kbps 単位または帯域
幅全体の割合で指定できます。

ステップ 7 Router(config-p-map)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト 
クラスを指定します。

ステップ 8 Router(config-p-map-c)# random-detect 帯域幅保証のあるトラフィック クラスに対し、
WRED ドロップ ポリシーをイネーブルにします。

ステップ 9 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy output name QoS ポリシーをインターフェイスに付加し、イン
ターフェイスから送信されるパケット上に適用する
ポリシーを指定します。
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Short Pipe モードの設定
（注） bandwidth コマンドおよび random-detect コマンドは、LAN ポートではサポートされません。

設定例

次に、MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリ
ング処理を行う例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# class-map MPLS-EXP-4
Router(config-c-map)# match mpls experimental 4
Router(config)# policy-map output-qos
Router(config-p-map)# class MPLS-EXP-4
Router(config-p-map-c)# bandwidth percent 40
Router(config-p-map)# class class-default
Router(config-p-map-c)# random-detect
Router(config)# interface pos 4/1
Router(config-if)# service-policy output output-qos

P ルータの設定 — 出力インターフェイス

（注） ここで示す QoS 機能は、FlexWAN、拡張 FlexWAN モジュールでのみ利用できます。

MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリング処
理を行うには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# class-map class_name パケットがマッピングされる（パケットと一致す
る）クラス マップを指定します。トラフィック ク
ラスを作成します。

ステップ 3 Router(config-c-map)# match mpls experimental 
exp_list 

パケットがクラスに属するかを判別するための照合
で一致基準として使用される、MPLS EXP フィール
ド値を指定します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map name クラスと一致するパケットに QoS ポリシーを設定
します。

ステップ 5 Router(config-p-map)# class class_name トラフィック クラスとサービス ポリシーを関連付
けます。

ステップ 6 Router(config-p-map-c)# bandwidth 
{bandwidth_kbps | percent percent}

トラフィック クラスに対する 小帯域幅保証を指
定します。 小帯域幅保証は、kbps 単位または帯域
幅全体の割合で指定できます。

ステップ 7 Router(config-p-map)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト 
クラスを指定します。

ステップ 8 Router(config-p-map-c)# random-detect IP precedence または MPLS EXP フィールド値に基づ
いて、WRED をポリシーに適用します。
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Short Pipe モードの設定  
（注） bandwidth コマンドおよび random-detect コマンドは、LAN ポートではサポートされません。

設定例

次に、MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリ
ング処理を行う例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# class-map MPLS-EXP-4
Router(config-c-map)# match mpls experimental 4
Router(config)# policy-map output-qos
Router(config-p-map)# class MPLS-EXP-4
Router(config-p-map-c)# bandwidth percent 40
Router(config-p-map)# class class-default
Router(config-p-map-c)# random-detect
Router(config)# interface pos 2/1
Router(config-if)# service-policy output output-qos

出力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス

（注） ここで示す QoS 機能は、FlexWAN、拡張 FlexWAN モジュールでのみ利用できます。

IP DSCP 値に基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリング処理を行うに
は、次の作業を行います。

ステップ 9 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy output name QoS ポリシーをインターフェイスに付加し、イン
ターフェイスから送信されるパケット上に適用する
ポリシーを指定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# class-map class_name パケットがマッピングされる（パケットと一致す
る）クラス マップを指定します。トラフィック ク
ラスを作成します。

ステップ 3 Router(config-c-map)# match ip dscp dscp_values DSCP 値を一致基準として使用します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map name クラスと一致するパケットに QoS ポリシーを設定
します。

ステップ 5 Router(config-p-map)# class class_name トラフィック クラスとサービス ポリシーを関連付
けます。

ステップ 6 Router(config-p-map-c)# bandwidth 
{bandwidth_kbps | percent percent}

トラフィック クラスに対する 小帯域幅保証を指
定します。 小帯域幅保証は、kbps 単位または帯域
幅全体の割合で指定できます。

ステップ 7 Router(config-p-map)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト 
クラスを指定します。
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Uniform モードの設定
（注） bandwidth コマンドおよび random-detect コマンドは、LAN ポートではサポートされません。

設定例

次に、IP DSCP 値に基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリング処理を
行う例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# class-map IP-PREC-4
Router(config-c-map)# match ip precedence 4
Router(config)# policy-map output-qos
Router(config-p-map)# class IP-PREC-4
Router(config-p-map-c)# bandwidth percent 40
Router(config-p-map)# class class-default
Router(config-p-map-c)# random-detect
Router(config)# interface GE-WAN 3/2.32
Router(config-if)# service-policy output output-qos

Uniform モードの設定
ここでは、次を設定する手順について説明します。

 • 入力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス（p.38-38）
 • 入力 PE ルータの設定 — P 方向インターフェイス（p.38-40）
 • 出力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス（p.38-41）

（注） 次のステップは、Uniform モードを設定する方法を示しますが、これが唯一の方法ではありませ
ん。

入力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス

Uniform モードで、IP precedence または IP DSCP に信頼状態を設定すると、PFC は IP PHB を 
MPLS PHB にコピーできます。

（注） この説明は、LAN ポートの PFC に適用されます。FlexWAN および拡張 FlexWAN QoS の詳細に
ついては、次の URL で『FlexWAN and Enhanced FlexWAN Modules Installation and Configuration 
Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/cfgnotes/flexport/combo/index.htm

ステップ 8 Router(config-p-map-c)# random-detect 
dscp-based 

帯域幅保証のあるトラフィック クラスに対し、
WRED ドロップ ポリシーをイネーブルにします。

ステップ 9 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy output name QoS ポリシーをインターフェイスに付加し、イン
ターフェイスから送信されるパケット上に適用する
ポリシーを指定します。

コマンド 目的
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Uniform モードの設定 
MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリに設定するようポリシー マップを設定する
には、次の作業を行います。

設定例

次に、MPLS EXP フィールドをインポーズ ラベル エントリに設定するようポリシー マップを設
定する例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# access-list 1 permit any
Router(config)# class-map CUSTOMER-A
Router(config-cmap)# match access-group 1
Router(config)# policy-map SLA-A
Router(config-pmap)# class CUSTOMER-A
Router(config-pmap-c)# police 50000000 conform-action transmit exceed-action drop
Router(config)# interface GE-WAN 3/1
Router(config-if)# mls qos trust dscp
Router(config)# interface GE-WAN 3/1.31
Router(config-if)# service-policy input SLA-A

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# access-list 
ipv4_acl_number_or_name permit any

IPv4 アクセス リストを作成します。

ステップ 3 Router(config)# class-map class_name クラス マップを作成します。

ステップ 4 Router(config-cmap)# match access-group 
ipv4_acl_number_or_name 

ステップ 2 で作成した ACL に基づくフィルタリン
グを行うように、クラス マップを設定します。

ステップ 5 Router(config)# policy-map policy_map_name 名前付き QoS ポリシーを作成します。

ステップ 6 Router(config-pmap)# class class_name ステップ 3 で作成したクラス マップを使用するよう
に、ポリシーを設定します。

ステップ 7 Router(config-pmap-c)# police bits_per_second 
[normal_burst_bytes] conform-action transmit 
exceed-action drop

ポリシングを設定します。ここでは、次を設定しま
す。

 • SLA で指定されたレート制限に準拠するパケッ
トに対して実行するアクション。

 • SLA で指定されたレート制限を超えるパケット
に対して実行するアクション。

ステップ 8 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 9 Router(config-if)# mls qos trust dscp 受信した DSCP を、全ポートの入力トラフィックに
対する内部 DSCP 基準値として設定します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy input 
policy_map_name 

ステップ 5 で作成したポリシー マップを、入力サー
ビス ポリシーとしてインターフェイスに付加しま
す。
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Uniform モードの設定
入力 PE ルータの設定 — P 方向インターフェイス

MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリング処
理を行うには、次の作業を行います。

（注） bandwidth コマンドおよび random-detect コマンドは、LAN ポートではサポートされません。

設定例

次に、MPLS EXP フィールドに基づいてパケットを分類し、適切な廃棄処理およびスケジューリ
ング処理を行う例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# class-map MPLS-EXP-3
Router(config-c-map)# match mpls experimental 3
Router(config)# policy-map output-qos
Router(config-p-map)# class MPLS-EXP-3
Router(config-p-map-c)# bandwidth percent 40
Router(config-p-map)# class class-default
Router(config-p-map-c)# random-detect
Router(config)# interface pos 4/1
Router(config-if)# service-policy output output-qos

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# class-map class_name パケットがマッピングされる（パケットと一致す
る）クラス マップを指定します。トラフィック ク
ラスを作成します。

ステップ 3 Router(config-c-map)# match mpls experimental 
exp_list 

パケットがクラスに属するかを判別するための照合
で一致基準として使用される、MPLS EXP フィール
ド値を指定します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map name クラスと一致するパケットに QoS ポリシーを設定
します。

ステップ 5 Router(config-p-map)# class class_name トラフィック クラスとサービス ポリシーを関連付
けます。

ステップ 6 Router(config-p-map-c)# bandwidth 
{bandwidth_kbps | percent percent}

トラフィック クラスに対する 小帯域幅保証を指
定します。 小帯域幅保証は、kbps 単位または帯域
幅全体の割合で指定できます。

ステップ 7 Router(config-p-map)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト 
クラスを指定します。

ステップ 8 Router(config-p-map-c)# random-detect 帯域幅保証のあるトラフィック クラスに対し、
WRED ドロップ ポリシーをイネーブルにします。

ステップ 9 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 10 Router(config-if)# service-policy output name QoS ポリシーをインターフェイスに付加し、イン
ターフェイスから送信されるパケット上に適用する
ポリシーを指定します。
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Uniform モードの設定 
出力 PE ルータの設定 — カスタマー方向インターフェイス

カスタマー方向インターフェイスで出力 PE ルータを設定するには、次の作業を行います。

（注） bandwidth コマンドおよび random-detect コマンドは、LAN ポートではサポートされません。

設定例

次に、カスタマー方向インターフェイスで出力 PE ルータを設定する例を示します。

Router(config)# mls qos
Router(config)# class-map IP-PREC-4
Router(config-c-map)# match ip precedence 4
Router(config)# policy-map output-qos
Router(config-p-map)# class IP-PREC-4
Router(config-p-map-c)# bandwidth percent 40
Router(config-p-map)# class class-default
Router(config-p-map-c)# random-detect
Router(config)# interface GE-WAN 3/2.32
Router(config-if) mpls propagate-cos
Router(config-if)# service-policy output output-qos

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos PFC QoS をグローバルにイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# class-map class_name パケットがマッピングされる（パケットと一致す
る）クラス マップを指定します。トラフィック ク
ラスを作成します。

ステップ 3 Router(config-c-map)# match ip precedence 
precedence-value

IP precedence 値を一致基準として確認します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map name クラスと一致するパケットに QoS ポリシーを設定
します。

ステップ 5 Router(config-p-map)# class class_name トラフィック クラスとサービス ポリシーを関連付
けます。

ステップ 6 Router(config-p-map-c)# bandwidth 
{bandwidth_kbps | percent percent}

トラフィック クラスに対する 小帯域幅保証を指
定します。 小帯域幅保証は、kbps 単位または帯域
幅全体の割合で指定できます。

ステップ 7 Router(config-p-map)# class class-default ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト 
クラスを指定します。

ステップ 8 Router(config-p-map-c)# random-detect IP precedence または MPLS EXP フィールド値に基づ
いて、WRED をポリシーに適用します。

ステップ 9 Router(config)# interface type slot/port 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 10 Router(config-if) mpls propagate-cos MPLS ドメイン終了 LER 出力ポートで、基本 IP 
DSCP への EXP 値の伝播機能をイネーブルにしま
す。

ステップ 11 Router(config-if)# service-policy output name QoS ポリシーをインターフェイスに付加し、イン
ターフェイスに着信するパケットに適用するポリ
シーを指定します。
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Uniform モードの設定
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX に PFC QoS 統計データ エクスポートを設定する方法
について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • PFC QoS 統計データ エクスポートの概要（p.39-1）
 • PFC QoS 統計データ エクスポートのデフォルト設定（p.39-2）
 • PFC QoS 統計データ エクスポートの設定（p.39-2）

PFC QoS 統計データ エクスポートの概要
PFC QoS 統計データ エクスポート機能により、LAN ポート別および集約ポリサー別に利用率に
関する情報を作成し、UDP パケットに格納して、トラフィックのモニタ、計画、アカウンティン
グ用アプリケーションに転送できます。PFC QoS 統計情報データ エクスポートは、LAN ポート
別および集約ポリサー別にイネーブルにできます。ポート別に生成された統計データは、入力パ
ケット数と出力パケット数、およびバイト数で構成されます。集約ポリサー別に生成された統計
データは、許可されたパケット数、およびポリシーで設定された速度を超えるパケット数で構成
されます。

PFC QoS 統計データは一定の間隔で定期的に収集されますが、データがエクスポートされる間隔
を設定できます。すべてのポートおよび設定されている集約ポリサーに対するデフォルト設定で
は、PFC QoS 統計の収集はイネーブルに、データ エクスポート機能はディセーブルになっていま
す。

（注） PFC QoS 統計データ エクスポート機能は、NetFlow Data Export（NDE; NetFlow データ エクスポー
ト）から完全に独立しているため、相互作用はありません。
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PFC QoS 統計データ エクスポートのデフォルト設定
PFC QoS 統計データ エクスポートのデフォルト設定
表 39-1 は、PFC QoS 統計データ エクスポートのデフォルト設定を示します。

PFC QoS 統計データ エクスポートの設定
ここでは、PFC QoS 統計データ エクスポートの設定方法について説明します。

 • PFC QoS 統計データ エクスポートのグローバルなイネーブル化（p.39-2）
 • ポートの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化（p.39-3）
 • 名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化（p.39-4）
 • クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化（p.39-5）
 • PFC QoS 統計データ エクスポート間隔の設定（p.39-6）
 • PFC QoS 統計データ エクスポートの宛先ホストおよび UDP ポートの設定（p.39-7）
 • PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド デリミタの設定（p.39-9）

PFC QoS 統計データ エクスポートのグローバルなイネーブル化

PFC QoS 統計データ エクスポートをグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

表 39-1 PFC QoS のデフォルト設定 

機能 デフォルト値

PFC QoS データ エクスポート

グローバルな PFC QoS データ エクス
ポート

ディセーブル

ポート別の PFC QoS データ エクスポー
ト

ディセーブル

名前付き集約ポリサー別の PFC QoS 
データ エクスポート

ディセーブル

クラス マップ ポリサー別の PFC QoS 
データ エクスポート

ディセーブル

PFC QoS データ エクスポート間隔 300 秒

エクスポート先 未設定

PFC QoS データ エクスポート フィール
ド デリミタ

パイプ文字（ | ）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export PFC QoS 統計データ エクスポートをグローバル
にイネーブルにします。

Router(config)# no mls qos statistics-export PFC QoS 統計データ エクスポートをグローバル
にディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定   
次に、PFC QoS 統計データ エクスポートをグローバルにイネーブルにし、設定を確認する例を示
します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export 
Router(config)# end 
% Warning: Export destination not set.
% Use 'mls qos statistics-export destination' command to configure the export destination
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 300 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : Not configured
Router#

（注） その他の PFC QoS 統計データ エクスポートの設定を有効にするには、PFC QoS 統計データ エク
スポートをグローバルにイネーブルにする必要があります。

ポートの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化

特定のポートの PFC QoS 統計データのエクスポートをイネーブルにするには、次の作業を行いま
す。

次に、ポート FastEthernet 5/24 で PFC QoS 統計データのエクスポートをイネーブルにし、設定を
確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/24 
Router(config-if)# mls qos statistics-export 
Router(config-if)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 300 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : Not configured

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24
Router#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# mls qos statistics-export 指定したポートの PFC QoS 統計データ エクス
ポートをイネーブルにします。

Router(config-if)# no mls qos statistics-export 指定したポートの PFC QoS 統計データ エクス
ポートをディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定
ポートの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにすると、エクスポートされたデータ
には次に示すフィールドがデリミタ文字で区切られて格納されます。

 • エクスポート タイプ（ポートの場合は「1」）
 • スロット / ポート

 • 入力パケット数

 • 入力バイト数

 • 出力パケット数

 • 出力バイト数

 • タイム スタンプ

名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化

名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにするには、次の作業
を行います。

次に、aggr1M という名前の集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにし
て、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export aggregate-policer aggr1M 
Router(config)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 300 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : Not configured

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24

QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M
Router#

名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにすると、エクスポー
トされたデータには次に示すフィールドがデリミタ文字で区切られて格納されます。

 • エクスポート タイプ（集約ポリサーの場合は「3」）
 • 集約ポリサー名

 • 方向（[in]）
 • PFC または DFC スロット番号

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export 
aggregate-policer aggregate_policer_name 

名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エ
クスポートをイネーブルにします。

Router(config)# no mls qos statistics-export 
aggregate-policer aggregate_policer_name 

名前付き集約ポリサーの PFC QoS 統計データ エ
クスポートをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定   
 • イン プロファイル バイト数

 • CIR を超えるバイト数

 • PIR を超えるバイト数

 • タイム スタンプ

クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポートのイネーブル化

クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにするには、次の作業を行いま
す。

次に、class3 という名前のクラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにし
て、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export class-map class3 
Router(config)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 300 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : Not configured

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24

QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M

QoS Statistics Data Export is enabled on following class-maps:
---------------------------------------------------------------
class3
Router#

クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポートをイネーブルにすると、エクスポート データ
には次に示すフィールドがデリミタで区切られて格納されます。

 • 物理ポートからのデータ：

 – エクスポート タイプ（クラスマップおよびポートの場合は「4」）
 – クラス マップ名

 – 方向（[in]）
 – スロット / ポート

 – イン プロファイル バイト数

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export 
class-map classmap_name 

クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポー
トをイネーブルにします。

Router(config)# no mls qos statistics-export 
class-map classmap_name 

クラス マップの PFC QoS 統計データ エクスポー
トをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定
 – CIR を超えるバイト数

 – PIR を超えるバイト数

 – タイム スタンプ

 • VLAN インターフェイスからのデータ：

 – エクスポート タイプ（クラス マップおよび VLAN の場合は「5」）
 – クラス マップ名

 – 方向（[in]）
 – PFC または DFC スロット番号

 – VLAN ID

 – イン プロファイル バイト数

 – CIR を超えるバイト数

 – PIR を超えるバイト数

 – タイム スタンプ

 • ポート チャネル インターフェイスからのデータ：

 – エクスポート タイプ（クラス マップおよびポート チャネルの場合は「6」）
 – クラス マップ名

 – 方向（[in]）
 – PFC または DFC スロット番号

 – ポート チャネル ID
 – イン プロファイル バイト数

 – CIR を超えるバイト数

 – PIR を超えるバイト数

 – タイム スタンプ

PFC QoS 統計データ エクスポート間隔の設定

PFC QoS 統計データ エクスポートの間隔を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export 
interval interval_in_seconds 

PFC QoS 統計データ エクスポートの間隔を設定
します。

（注） 間隔は、使用している設定内のアクティ
ビティにカウンタ ラップアラウンドが発
生しない程度に短くする必要があります。
ただし、PFC QoS 統計データ エクスポー
トを実行するとスイッチにかなりの負荷
が発生するため、間隔を小さくするとき
は注意してください。

Router(config)# no mls qos statistics-export 
interval interval_in_seconds 

PFC QoS 統計データ エクスポートの間隔をデ
フォルト値に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定   
次に、PFC QoS 統計データ エクスポートの間隔を設定し、設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export interval 250 
Router(config)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 250 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : Not configured

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24

QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M

QoS Statistics Data Export is enabled on following class-maps:
---------------------------------------------------------------
class3
Router#

PFC QoS 統計データ エクスポートの宛先ホストおよび UDP ポートの設定

PFC QoS 統計データ エクスポートの宛先ホストおよび UDP ポート番号を設定するには、次の作
業を行います。

（注） PFC QoS データ エクスポートの宛先を Syslog サーバにした場合、エクスポート データの先頭に 
Syslog ヘッダーが付きます。

表 39-2 に、サポートされている PFC QoS データ エクスポート機能および重大度のパラメータ値
を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export 
destination {host_name | host_ip_address} 
{port port_number | syslog 
[facility facility_name] 
[severity severity_value]}

PFC QoS 統計データ エクスポートの宛先ホスト
および UDP ポート番号を設定します。

Router(config)# no mls qos statistics-export 
destination 

設定された値を消去します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。

表 39-2 サポートされている PFC QoS データ エクスポート機能のパラメータ値 

名前 定義 名前 定義

kern カーネル メッセージ cron cron/at サブシステム

user ランダムなユーザレベル メッセー
ジ

local0 ローカルで使用するために予約
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定
表 39-3 に、サポートされている PFC QoS データ エクスポートの重大度パラメータ値を示します。

次に、172.20.52.3 を宛先ホストとして、Syslog を UDP ポート番号として設定し、その設定を確
認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export destination 172.20.52.3 syslog 
Router(config)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 250 seconds
Export Delimiter : |
Export Destination : 172.20.52.3, UDP port 514 Facility local6, Severity debug

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24

QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M

QoS Statistics Data Export is enabled on following class-maps:
---------------------------------------------------------------
class3

mail メール システム local1 ローカルで使用するために予約

daemon システム デーモン local2 ローカルで使用するために予約

auth セキュリティ / 認証メッセージ local3 ローカルで使用するために予約

syslog 内部 Syslog メッセージ local4 ローカルで使用するために予約

lpr ライン プリンタ サブシステム local5 ローカルで使用するために予約

news ネットニュース サブシステム local6 ローカルで使用するために予約

uucp uucp サブシステム local7 ローカルで使用するために予約

表 39-2 サポートされている PFC QoS データ エクスポート機能のパラメータ値（続き）

名前 定義 名前 定義

表 39-3 サポートされている PFC QoS データ エクスポートの重大度パラメータ値 

重大度パラメータ

名前 番号 定義

emerg 0 システムは使用不能

alert 1 即時対処が必要

crit 2 クリティカル

err 3 エラー

warning 4 警告

notice 5 正常だが重大な状態

info 6 通知

debug 7 デバッグレベル メッセージ
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PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド デリミタの設定

PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド デリミタを設定するには、次の作業を行います。

次に、PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド デリミタを設定し、設定を確認する例を
示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls qos statistics-export delimiter , 
Router(config)# end 
Router# show mls qos statistics-export info 
QoS Statistics Data Export Status and Configuration information
---------------------------------------------------------------
Export Status : enabled
Export Interval : 250 seconds
Export Delimiter : ,
Export Destination : 172.20.52.3, UDP port 514 Facility local6, Severity debug

QoS Statistics Data Export is enabled on following ports:
---------------------------------------------------------
FastEthernet5/24

QoS Statistics Data export is enabled on following shared aggregate policers:
-----------------------------------------------------------------------------
aggr1M

QoS Statistics Data Export is enabled on following class-maps:
---------------------------------------------------------------
class3

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos statistics-export 
delimiter delimiter_character 

PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド 
デリミタを設定します。

Router(config)# no mls qos statistics-export 
delimiter 

PFC QoS 統計データ エクスポートのフィールド 
デリミタをデフォルト値に戻します。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls qos statistics-export info 設定を確認します。
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PFC QoS 統計データ エクスポートの設定
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ネットワーク セキュリティの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX 固有のネットワーク セキュリティ機能について説
明します。これは、次のマニュアルに記載されているネットワーク セキュリティに関する情報お
よび手順を補足するためのものです。

 • 次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_r/index.htm

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • MAC アドレスベースのトラフィック ブロッキングの設定（p.40-1）
 • TCP インターセプトの設定（p.40-2）
 • ユニキャスト RPF チェックの設定（p.40-2）

MAC アドレスベースのトラフィック ブロッキングの設
定

特定の VLAN（仮想 LAN）内の MAC（メディア アクセス制御）アドレスを経由するすべてのト
ラフィックをブロックするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# mac-address-table static mac_address 
vlan vlan_ID drop 

特定の VLAN 内で設定されている MAC アドレスを経由
するすべてのトラフィックをブロックします。

Router(config)# no mac-address-table static 
mac_address vlan vlan_ID 

MAC アドレスベースのブロッキングを消去します。
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TCP インターセプトの設定
次に、VLAN 12 内で MAC アドレス 0050.3e8d.6400 を経由するすべてのトラフィックをブロック
する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# mac-address-table static 0050.3e8d.6400 vlan 12 drop 

TCP インターセプトの設定
TCP インターセプト フローはハードウェアで処理されます。

設定手順については、下記の URL にある『Cisco IOS Security Configuration Guide』Release 12.2 の
「Traffic Filtering and Firewalls」、「Configuring TCP Intercept (Preventing Denial-of-Service Attacks)」を
参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/ftrafwl/scfdenl.htm

ユニキャスト RPF チェックの設定
ここでは、Cisco IOS ユニキャスト Reverse Path Forwarding（RPF）チェック（ユニキャスト RPF 
チェック）について説明します。

 • PFC3 ユニキャスト RPF チェックのサポートの概要（p.40-2）
 • ユニキャスト RPF チェックの注意事項および制約事項（p.40-3）
 • ユニキャスト RPF チェックの設定（p.40-3）

PFC3 ユニキャスト RPF チェックのサポートの概要

ユニキャスト RPF チェック機能概要の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Security 
Configuration Guide』Release 12.2 の「Other Security Features」、「Configuring Unicast Reverse Path 
Forwarding」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/fothersf/scfrpf.htm

Policy Feature Card 3（PFC; ポリシー フィーチャ カード 3）は、複数のインターフェイスからのト
ラフィックの RPF チェックをハードウェアでサポートします。

strict 方式 ユニキャスト RPF チェックの場合、PFC3 はルーティング テーブルのプレフィクスすべ
てに対し 2 つのパラレル パスと、4 つのユーザ設定変更可能な RPF インターフェイス グループ
（各インターフェイス グループには 4 つのインターフェイスが含まれます）のいずれかを通じて
到達したプレフィクスに対し 大 4 つのパラレル パスをサポートします。

loose 方式ユニキャスト RPF チェック（別名 exist-only 方式）の場合、PFC3 は 大 8 つのリバース 
パス インターフェイスをサポートします（Cisco IOS ソフトウェアはルーティング テーブルでは 
8 つのリバース パスに制限されます）。

Cisco IOS でユニキャスト RPF チェックを実行する方式は、次の 4 つです。

 • strict ユニキャスト RPF チェック

 • allow-default を使用した strict ユニキャスト RPF チェック

 • loose ユニキャスト RPF チェック

 • allow-default を使用した loose ユニキャスト RPF チェック

ユニキャスト RPF チェックをインターフェイス単位で設定できますが、ユニキャスト RPF 
チェックがイネーブルであるインターフェイスすべてに対して PFC3 がサポートするのは、ユニ
キャスト RPF 方式のみです。現在設定されている方式とは異なるユニキャスト RPF 方式を使用
するようにインターフェイスを設定する場合、ユニキャスト RPF チェックがイネーブルになって
いるシステムのインターフェイスすべてが、新しい方式を使用します。
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ユニキャスト RPF チェックの設定  
ユニキャスト RPF チェックの注意事項および制約事項

ユニキャスト RPF チェック を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • ユニキャスト RPF チェックを設定し、ACL（アクセス制御リスト）でフィルタリングする場
合、PFC はトラフィックが ACL と一致するかどうかを判断します。PFC は、RPF ACL に拒
否されたトラフィックを Route Processor（RP; ルート プロセッサ）へ送信してユニキャスト 
RPF チェックを行います。ACL によって許可されたパケットは、ユニキャスト RPF チェック
を受けずにハードウェアで転送されます（CSCdz35099）。

 • 通常、DoS 攻撃のパケットは拒否 Access Control Entry（ACE; アクセス制御エントリ）と一致
し、ユニキャスト RPF チェックを受けるため RP に送信されます。そのため、送信されたパ
ケットで RP は過負荷状態になる可能性があります。

 • PFC は、ユニキャスト RPF チェックの ACL とは一致しなくても、入力セキュリティ ACL と
一致するトラフィックをハードウェアでサポートします。

 • PFC では、Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）トラフィックの ユニ
キャスト RPF チェックをハードウェアでサポートしません（CSCea53554）。

ユニキャスト RPF チェックの設定

ここでは、ユニキャスト RPF チェックの設定手順について説明します。

 • ユニキャスト RPF チェック モードの設定（p.40-3）
 • PFC3 での複数パスのユニキャスト RPF チェック モードの設定（p.40-5）
 • self-ping のイネーブル化（p.40-6）

ユニキャスト RPF チェック モードの設定

ユニキャスト RPF には、次に示す 2 つのチェック モードがあります。

 • strict チェック モード — 送信元 IP アドレスが Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベー
ス）テーブルにあること、および入力ポートから到達可能な範囲内にあることを確認しま
す。

 • exist-only チェック モード — 送信元 IP アドレスが FIB テーブルにあるかどうかだけを確認し
ます。

（注） ユニキャスト RPF チェック用に設定されたすべてのポートには、その時点で設定されているモー
ドが自動的に適用されます。

ユニキャスト RPF チェック モードを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}} 

設定するインターフェイスを選択します。

（注） ユニキャスト RPF チェックは次の宛先に
パケットを転送する前に、入力ポートに
基づいて、 適なリターン パスを確認し
ます。

ステップ 2 Router(config-if)# ip verify unicast source 
reachable-via {rx | any} [allow-default] [list] 

ユニキャスト RPF チェック モードを設定します。

Router(config-if)# no ip verify unicast デフォルトのユニキャスト RPF チェック モード
に戻します。
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ユニキャスト RPF チェックの設定
ユニキャスト RPF チェック モードを設定する場合、次の情報に注意してください。

 • strict チェック モードをイネーブルにするには、rx キーワードを使用します。

 • exist-only チェック モードをイネーブルにするには、any キーワードを使用します。

 • RPF の確認にデフォルト ルートを使用できるようにするには、allow-default キーワードを使
用します。

 • アクセス リストを識別するには、list オプションを使用します。

 – アクセス リストによってネットワークへのアクセスが拒否された場合は、スプーフィン
グされたパケットがポートで廃棄されます。

 – アクセス リストによってネットワークへのアクセスが許可された場合は、スプーフィン
グされたパケットが宛先アドレスに転送されます。転送されたパケットは、インター
フェイスの統計情報にカウントされます。

 – アクセス リストにログ アクションが含まれている場合、スプーフィングされたパケット
に関する情報がログ サーバに送信されます。

（注） ip verify unicast source reachable-via コマンドを入力すると、ユニキャスト RPF チェック モード
がスイッチのすべてのポートで変更されます。

次に、ポート GigabitEthernet 4/1 でユニキャスト RPF の exist-only チェック モードをイネーブルに
する例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 4/1 
Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via any 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、ポート GigabitEthernet 4/2 でユニキャスト RPF の strict チェック モードをイネーブルにする
例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 4/2 
Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via rx 
Router(config-if)# end 
Router# 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show running-config interface gigabitethernet 4/2 
Building configuration...
Current configuration : 114 bytes 
! 
interface GigabitEthernet4/2 
ip address 42.0.0.1 255.0.0.0 
ip verify unicast reverse-path 
no cdp enable 
end
Router# show running-config interface gigabitethernet 4/1 
Building configuration...
Current configuration : 114 bytes 
! 
interface GigabitEthernet4/1 

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

ステップ 4 Router# show mls cef ip rpf 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的
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ユニキャスト RPF チェックの設定  
ip address 41.0.0.1 255.0.0.0 
ip verify unicast reverse-path (RPF mode on g4/1 also changed to strict-check RPF mode)
no cdp enable 
end
Router# 

PFC3 での複数パスのユニキャスト RPF チェック モードの設定

PFC3 で複数パスのユニキャスト RPF チェック モードを設定するには、次の作業を行います。

複数のパス RPF チェックを設定する場合、次の情報に注意してください。

 • punt モード（デフォルト） — PFC3 は、プレフィクス単位で 大 2 つのインターフェイスに
対し、ハードウェアのユニキャスト RPF チェックを実行します。追加のインターフェイスに
着信するパケットは RP にリダイレクト（パント）されて、ソフトウェアでユニキャスト 
RPF チェックが実行されます。

 • pass モード — PFC3 は、single-path および two-path プレフィクスに対し、ハードウェアでユ
ニキャスト RPF チェックを実行します。ユニキャスト RPF チェックは、3 つ以上のリバース
パス インターフェイスのある multipath プレフィクスから着信するパケットに対し、ディセー
ブルです（このパケットは常にユニキャスト RPF チェックに合格します）。

 • interface-group モード — PFC3 は、single-path および two-path プレフィクスに対し、ハード
ウェアでユニキャスト RPF チェックを実行します。PFC3 はプレフィクス単位で 大 4 つの
追加インターフェイスに対し、ユーザ設定変更可能なマルチパス ユーザ RPF チェック イン
ターフェイス グループを介して、ユニキャスト RPF チェックを実行します。ユニキャスト 
RPF チェックは、3 つ以上のリバースパス インターフェイスのある他の multipath プレフィク
スから着信するパケットに対し、ディセーブルです（このパケットは常にユニキャスト RPF 
チェックが行われます）。

次に、複数パスの RPF チェック モードとしてパントを設定する例を示します。

Router(config)# mls ip cef rpf mpath punt 

PFC3 での複数パスのインターフェイス グループの設定

複数パスのユニキャスト RPF インターフェイス グループを PFC3 に設定するには、次の作業を行
います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls ip cef rpf mpath {punt | pass 
| interface-group} 

PFC3 で複数のパス RPF チェック モードを設定し
ます。

Router(config)# no mls ip cef rpf mpath {punt | 
interface-group} 

デフォルト値に戻します（mls ip cef rpf mpath 
punt）。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 Router# show mls cef ip rpf 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls ip cef rpf interface-group [0 
| 1 | 2 | 3] interface1 [interface2 [interface3 
[interface4]]]

複数パスの RPF インターフェイス グループを 
PFC3 に設定します。

ステップ 2 Router(config)# mls ip cef rpf interface-group 
group_number 

インターフェイス グループを削除します。
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ユニキャスト RPF チェックの設定
次に、インターフェイス グループ 2 を設定する例を示します。

Router(config)# mls ip cef rpf interface-group 2 fastethernet 3/3 fastethernet 3/4 
fastethernet 3/5 fastethernet 3/6 

self-ping のイネーブル化

ユニキャスト RPF チェックがイネーブルの場合、スイッチはデフォルトで self-ping を実行できま
せん。

self-ping をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、self-ping をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 4/1 
Router(config-if)# ip verify unicast source reachable-via any allow-self-ping 
Router(config-if)# end 

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show mls cef ip rpf 設定を確認します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel number}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# ip verify unicast source 
reachable-via any allow-self-ping 

self-ping またはセカンダリ アドレスへの ping を
実行できるように、スイッチをイネーブルにしま
す。

Router(config-if)# no ip verify unicast source 
reachable-via any allow-self-ping 

self-ping をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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C H A P T E R41

AutoSecure の使用

この章では、AutoSecure 機能を使用する手順について説明します。Release 12.2(33)SXH 以降のリ
リースでは、AutoSecure 機能がサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • AutoSecure の概要（p.41-1）
 • AutoSecure の設定（p.41-7）
 • AutoSecure 設定例（p.41-9）

AutoSecure の概要
AutoSecure 機能を使用すると、スイッチのセキュリティ機能すべてを理解しなくてもスイッチの
セキュリティを簡単に保護できます。AutoSecure は簡単なセキュリティ設定プロセスです。不必
要なシステム サービスをディセーブルにし、基本的な推奨セキュリティ ポリシーをイネーブル
にすることで、セキュアなネットワーキング サービスを保証します。

注意 AutoSecure はスイッチのセキュリティ保護に役立ちますが、スイッチの完全なセキュリティを保
証するものではありません。

ここでは、AutoSecure の機能について説明します。

 • AutoSecure の利点（p.41-2）
 • マネジメント プレーンのセキュリティ保護（p.41-2）
 • フォワーディング プレーンのセキュリティ保護（p.41-5）
 • AutoSecure に関する注意事項および制約事項（p.41-6）
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AutoSecure の概要
AutoSecure の利点

AutoSecure は、スイッチのセキュリティを強化するための各種のメカニズムを提供します。

Switch セキュリティ設定の簡素化

AutoSecure は、スイッチのセキュリティ機能の設定を完全に自動化します。AutoSecure はセキュ
リティ ホールとして悪用される恐れがある、デフォルトでイネーブルになっているある種の機能
をディセーブルにします。

AutoSecure は、個々のニーズに応じて次の 2 つのモードで実行できます。

 • インタラクティブ モード — サーバおよびその他のセキュリティ機能を指示に従ってイネー
ブルまたはディセーブルにするオプションです。各オプションのデフォルト設定が示されま
す。

 • 非インタラクティブ モード — シスコの推奨するデフォルト設定を自動的に実行します。

パスワード セキュリティの強化

AutoSecure は、スイッチにアクセスする際のセキュリティを向上させるために次のメカニズムを
提供します。

 • 必須の 短パスワード長を指定して、[lab] や [cisco] などのほとんどのネットワークで一般的
な弱いパスワードを使用しないようにできます。

短パスワード長を設定するには、security passwords min-length コマンドを使用します。

 • ログイン試行の失敗回数が設定したしきい値を超えると、Syslog メッセージが生成されるよ
うにすることができます。

ログイン試行の失敗許容回数（しきい値率）を設定するには、security authentication failure 
rate コマンドを使用します。

システム ロギング メッセージのサポート

システム ロギング メッセージは、実行コンフィギュレーションに適用されている AutoSecure 設
定に対してあとから変更が行われた場合にその変更をキャプチャします。その結果、AutoSecure 
を実行するときにさらに詳細な監査証跡が可能になります。

マネジメント プレーンのセキュリティ保護

AutoSecure はスイッチ管理インターフェイス（マネジメント プレーン）を保護し、データ ルー
ティング機能およびスイッチング機能（フォワ－ディング プレーンについては、「フォワーディ
ング プレーンのセキュリティ保護」[p.41-5] で説明します）を提供します。マネジメント プレー
ンのセキュリティ保護は、セキュリティ攻撃で悪用される可能性がある、ある種のグローバル 
サービスおよびインターフェイス サービスをディセーブルにし、攻撃の脅威を 小限に抑えるた
めに役立つグローバル サービスをイネーブルにします。また、セキュア アクセスおよびセキュ
ア ロギングをスイッチに設定します。

注意 使用している装置をネットワーク管理（NM）アプリケーションによって管理している場合は、
マネジメント プレーンのセキュリティ保護によって HTTP サーバなどのいくつかのサービスが
ディセーブルになり、NM アプリケーションのサポートが中断されます。

次に、AutoSecure がマネジメント プレーンのセキュリティを保護する方法について説明します。

 • グローバル サービスのディセーブル化（p.41-3）
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 • インターフェイス単位のサービスのディセーブル化（p.41-3）
 • グローバル サービスのイネーブル化（p.41-4）
 • スイッチへのセキュアなアクセス（p.41-4）
 • セキュリティのためのロギングの強化（p.41-5）

グローバル サービスのディセーブル化

AutoSecure は、スイッチの次のグローバル サービスを、ユーザにプロンプトを表示せずにディ
セーブルにします。

 • Finger — 攻撃を受ける前のシステムに関する情報を収集します（予備調査）。

 • PAD — すべての Packet Assembler/Disassembler（PAD; パケット アセンブラ / ディスアセンブ
ラ）コマンドおよび PAD 装置とアクセス サーバの間の接続をイネーブルにします。

 • スモール サーバ — TCP および User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコ
ル）診断ポート攻撃を引き起こします。送信者は、スイッチの UDP 診断サービスに偽の要求
を大量に送信して、すべての CPU リソースを消費させます。

 • BOOTP サーバ — BOOTP はセキュアではないプロトコルです。攻撃で悪用されます。

 • HTTP サーバ — Secure HTTP サーバまたは認証が組み込まれている HTTP サーバで関連する 
ACL を使用するのではない場合、HTTP サーバはセキュアではなく、攻撃で悪用されます
（HTTP サーバをイネーブルにする必要がある場合は、適切な認証またはアクセス リストを要
求されます）。

（注） SDM を使用している場合は、ip http server コマンドを使用して、HTTP サーバを手動で
イネーブルにする必要があります。

 • 識別サービス — セキュアではないプロトコル（RFC 1413 で定義）です。外部ホストから 
TCP ポートに識別情報を照会できます。攻撃者は、ID サーバにあるユーザに関する個人的な
情報にアクセスできます。

 • CDP — 大量の Cisco Discovery Protocol（CDP; シスコ検出プロトコル）パケットがスイッチに
送信されると、スイッチの利用可能なメモリが消費され、スイッチがクラッシュします。

（注） CDP を使用してネットワーク トポロジを検出する NM アプリケーションは、検出を行う
ことができなくなります。

 • NTP — 認証またはアクセス制御を行っていない場合は、Network Time Protocol（NTP）はセ
キュアではありません。攻撃者は、このプロトコルを使用して NTP パケットを送信してス
イッチをクラッシュまたは過負荷状態にさせます。

NTP が必要な場合は、MD5 および ntp access-group コマンドを使用して、NTP 認証を設定す
る必要があります。NTP がグローバルでイネーブルになっている場合は、NTP を必要としな
いインターフェイスすべてでディセーブルにします。

 • 送信元ルーティング — 送信元ルーティングはデバッグ目的でのみ提供されており、それ以外
の場合はディセーブルにする必要があります。そうしないと、パケットがスイッチのアクセ
ス制御メカニズムのいくつかを回避する可能性があります。

インターフェイス単位のサービスのディセーブル化

AutoSecure は、スイッチの次のインターフェイス単位のサービスを、ユーザにプロンプトを表示
せずにディセーブルにします。
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AutoSecure の概要
 • ICMP リダイレクト — すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。機能が正しく
設定されているネットワークにとっては特に有用というわけではなく、攻撃者はセキュリ
ティ ホールを悪用するためにこの機能を使用することがあります。

 • ICMP 到達不能 — すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。Internet Control 
Management Protocol（ICMP）到達不能は、ICMP ベースの DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を
可能にする方法の 1 つとして知られています。

 • ICMP マスク応答メッセージ — すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。
ICMP マスク応答メッセージにより、攻撃者はインターネットワーク内の特定のサブネット
ワークのサブネット マスクを取得できます。

 • プロキシ ARP — すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。プロキシ ARP 要求
は、DoS 攻撃を可能にする方法の 1 つとして知られています。これは、攻撃者が繰り返し送
信した要求に応答しようとすることで、スイッチの利用可能な帯域幅およびリソースを消費
するためです。

 • ダイレクト ブロードキャスト — すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。DoS 
のために SMURF アタックを引き起こす可能性があります。

 • Maintenance Operations Protocol（MOP; メンテナンス オペレーション プロトコル）サービス 
— すべてのインターフェイス上でディセーブルにします。

グローバル サービスのイネーブル化

AutoSecure は、スイッチの次のグローバル サービスを、ユーザにプロンプトを表示せずにイネー
ブルにします。

 • service password-encryption コマンド — パスワードが設定に表示されないようにします。

 • service tcp-keepalives-in コマンド、service tcp-keepalives-out コマンド — 異常終了した TCP 
セッションを確実に削除します。

スイッチへのセキュアなアクセス

注意 使用している装置を NM アプリケーションによって管理している場合は、スイッチへのアクセス
のセキュリティを保護することで重要なサービスがオフになったり、NM アプリケーションのサ
ポートが中断されたりする場合があります。

AutoSecure では、スイッチへのアクセスのセキュリティを保護するために次のオプションを利用
できます。

 • テキスト バナーがない場合は、バナーを追加するよう要求されます。この機能は、次のサン
プル バナーを提供します。

Authorized access only
This system is the property of ABC Enterprise
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!
Contact abc@example.com +1 408 5551212 for help.

 • ログインおよびパスワード（サポートされている場合は、シークレット パスワードが望まし
い）は、コンソール回線、AUX 回線、VTY 回線、および TTY 回線上で設定されます。
transport input コマンドと transport output コマンドもまた、これらの回線上すべてで設定さ
れます（有効なトランスポート方法は、Telnet および Secure Shell [SSH; セキュア シェル ] だ
けです）。exec-timeout コマンドは、コンソール 回線および AUX 回線で 10 に設定されます。

 • 装置上のイメージが暗号化イメージである場合、AutoSecure はスイッチにアクセスし、ファ
イル転送を行うために SSH および SCP をイネーブルにします。ip ssh コマンドの timeout 
seconds および authentication-retries integer オプションは 小数に設定されます（Telnet およ
び FTP は、この操作による影響を受けずに引き続き動作します）。
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AutoSecure の概要 
 • スイッチで Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）
を使用しないとユーザが指定する場合は、次の機能のいずれかが発生します。

 – インタラクティブ モードでは、ユーザはコミュニティ ストリングの値にかかわらず 
SNMP をディセーブルにするかどうか尋ねられます。コミュニティ ストリングはパス
ワードと同様に機能し、スイッチ上のエージェントへのアクセスを規制します。

 – 非インタラクティブ モードでは、コミュニティ ストリングが public または private である
場合に、SNMP はディセーブルになります。

（注） AutoSecure がイネーブルになると、装置の監視および設定のために SNMP を使用する
ツールは、SNMP を使用する装置との通信を行うことができなくなります。

 • Authentication, Authorization, Accounting（AAA; 認証、許可、アカウンティング）が設定され
ていない場合は、AutoSecure はローカル AAA を設定します。AutoSecure はユーザにスイッチ
上でローカル ユーザ名およびパスワードを設定するよう要求します。

セキュリティのためのロギングの強化

AutoSecure は次のロギング オプションを提供します。これにより、セキュリティ インシデント
を特定し、それに対応できます。

 • すべてのデバッグ メッセージおよびログ メッセージに対するシーケンス番号およびタイム 
スタンプ。このオプションは、ロギング メッセージの監査時に役立ちます。

 • ログイン関連イベントに対するロギング メッセージ。たとえば、ログイン攻撃が検出され、
スイッチが待機モードに入ると、メッセージ [Blocking Period when Login Attack Detected] が表
示されます（待機モードでは、スイッチは Telnet、HTTP、または SSH を使用したログイン
試行を許可しません）。

 • logging console critical コマンド。システム ロギング（Syslog）メッセージをすべての利用可
能な TTY 回線に送信し、メッセージを重大度に基づいて制限します。

 • logging buffered コマンド。ロギング メッセージを内部バッファにコピーし、バッファに記録
されるメッセージを重大度に基づいて制限します。

 • logging trap debugging コマンド。重大度がデバッグよりも高いコマンドすべてをロギング 
サーバに送信できるようにします。

フォワーディング プレーンのセキュリティ保護

スイッチのフォワーディング プレーンに対する攻撃の危険を 小限に抑えるために、AutoSecure 
には次の機能があります。

 • Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディング） — AutoSecure はス
イッチ上の CEF または distributed CEF（dCEF; 分散 CEF）を可能なかぎりイネーブルにしま
す。新しい宛先に対するトラフィックが到着し始めるとキャッシュ エントリを構築する必要
がないため、大量のトラフィックに多くの宛先が指定されている場合でも CEF の動作は他の
モードよりさらに予測可能になります。SYN 攻撃を受けている間も、CEF が設定されている
スイッチの動作は、従来のキャッシュを使用するスイッチの動作よりもさらに優れていま
す。

（注） CEF は従来のキャッシュよりも多くのメモリを消費します。
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AutoSecure の概要
 • 厳密な Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト リバース パス転送）が利用可能
な場合は、偽装された（スプーフィングされた）送信元 IP アドレスが入ってくることで引き
起こされる問題を軽減するためにスイッチ上で設定できます。uRPF は、確認可能な送信元 
IP アドレスを持たない IP パケットを廃棄します。

 • ハードウェアのレート制限 — AutoSecure では、ユーザにプロンプトを表示することなく、次
のトラフィック タイプのハードウェアのレート制限をイネーブルにします。

 – IP エラー

 – RPF 失敗

 – ICMP のルートなしメッセージ

 – ICMP の ACL ドロップ メッセージ

 – IPv4 マルチキャスト FIB 欠落メッセージ

 – 部分的にスイッチングされている IPv4 マルチキャスト フローのメッセージ

AutoSecure では、次のトラフィック タイプについて、ハードウェアのレート制限のオプショ
ンが利用できます。

 – ICMP リダイレクト

 – TTL 失敗

 – MTU 失敗

 – IP ユニキャスト オプション

 – IP マルチキャスト オプション

 – 入力および出力 ACL ブリッジド パケット

（注） 入力および出力 ACL ブリッジド パケットのレート制限は、ACL ロギングの障害とな
ることがあり、NAT、レイヤ 3 WCCP、TCP インターセプトなどのハードウェア加速
機能のセッション セットアップ レートを増大させることがあります。

AutoSecure に関する注意事項および制約事項

AutoSecure を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • AutoSecure によって行われた設定変更を元に戻すコマンドがないため、AutoSecure の設定を
行う前に実行コンフィギュレーションを必ず保存してください。

 • AutoSecure 設定は実行時またはセットアップ時に行うことができます。AutoSecure をイネー
ブルにしたあとで関連する設定が変更されると、AutoSecure 設定が一部有効にならないこと
があります。

 • AutoSecure がイネーブルになると、装置の監視および設定のために SNMP を使用するツール
は、SNMP を使用する装置との通信を行うことができなくなります。

 • 使用している装置を NM アプリケーションによって管理している場合は、マネジメント プ
レーンのセキュリティ保護によって HTTP サーバなどのいくつかのサービスがディセーブル
になり、NM アプリケーションのサポートが中断されます。

 • SDM を使用している場合は、ip http server コマンドを使用して、HTTP サーバを手動でイ
ネーブルにする必要があります。

 • CDP を使用してネットワーク トポロジを検出する NM アプリケーションは、検出を行うこと
ができなくなります。
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AutoSecure の設定 
AutoSecure の設定
ここでは、AutoSecure の設定手順について説明します。

 • AutoSecure コマンドの使用（p.41-7）
 • セキュリティの追加設定（p.41-8）
 • AutoSecure の確認（p.41-8）

AutoSecure コマンドの使用

auto secure コマンドを使用すると、マネジメント プレーンおよびフォワーディング プレーンの
セキュリティを保護するための半インタラクティブなセッション（別名 AutoSecure セッション）
を実行できます。このコマンドは、マネジメント プレーンまたはフォワーディング プレーンの
セキュリティを保護するだけです。コマンド ラインでどちらのオプションも選択されていない場
合は、セッション中にどちらかのプレーンまたは両方のプレーンを選択して設定できます。

またこのコマンドでは、セッションの非インタラクティブな部分の設定をすべて行ってから、イ
ンタラクティブな部分の設定を行います。セッションの非インタラクティブな部分は、任意で 
no-interact キーワードを選択することでイネーブルにできます。

AutoSecure セッションでは、次の情報が必要になります。

 • 装置はインターネットに接続する予定かどうか。

 • いくつのインターフェイスをインターネットに接続するか。

 • インターネットに接続するインターフェイスの名前は何か。

 • どのようなローカル ユーザ名およびパスワードを使用するか。

 • スイッチのホスト名およびドメイン名は何か。

プロンプトが表示されているときに疑問符（?）を入力するとヘルプが表示され、Ctrl–C を押す
とセッションが中断されます。

インタラクティブ モードでは、セッション終了時に、生成された設定をスイッチの実行コンフィ
ギュレーションにコミットするかどうか尋ねられます。非インタラクティブ モードでは、変更は
実行コンフィギュレーションに自動的に適用されます。

（注） AutoSecure により行われた設定変更を元に戻すコマンドはありません。auto secure コマンドを実
行する前に実行コンフィギュレーションを必ず保存する必要があります。

AutoSecure 設定プロセスを実行するには、特権 EXEC モードを開始して、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router# auto secure [management | forwarding] 
[no-interact | full]

スイッチのどちらかのプレーンか両方のプレーンを設定
するために AutoSecure セッションを実行します。

 • management — マネジメント プレーンのみのセキュ
リティを保護します。

 • forwarding — フォワーディング プレーンのみのセ
キュリティを保護します。

 • no-interact — ユーザにインタラクティブ設定を要求
します。

 • full — ユーザにすべてのインタラクティブ設定を要
求しません。これがデフォルトです。
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AutoSecure の設定
AutoSecure セッションの例については、「AutoSecure 設定例」（p.41-9）を参照してください。

セキュリティの追加設定

AutoSecure 設定が終わってから、次の作業を行うことでスイッチへの管理アクセスのセキュリ
ティをさらに強化できます。

次に、スイッチで 短パスワード長を 10 文字に、パスワードの失敗の許容しきい値を 1 分間に 3 
回に設定する例を示します。また、非表示ローカル パスワードを設定する例も示します。

Router# configure terminal
Router(config)# security passwords min-length 10
Router(config)# security authentication failure rate 3
Router(config)# enable password 7 elephant123

AutoSecure の確認

AutoSecure 機能の実行に成功していることを確認するには、次の作業を行います。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# security passwords min-length 
length

すべての設定されたパスワードが、指定長より
も長いことを確認します。

 • length — 設定されるパスワードの 短長。
範囲は 0 ～ 16 文字です。

ステップ 3 Router(config)# enable password {password | 
[encryption-type] password}

さまざまな特権レベルへのアクセスを制御する
ためにローカル パスワードを設定します。

 • encryption-type — 値が 0 である場合は、暗号
化されないパスワードを指定することを示
します。値が 7 である場合は、隠しパス
ワードを指定することを示します。

（注） シスコのルータまたはスイッチにより暗
号化されているパスワードを入力する場
合を除いて、暗号化タイプを入力するこ
とは通常ありません。

ステップ 4 Router(config)# security authentication failure 
rate threshold-rate log

ログイン試行の失敗許容回数を設定します。

 • threshold-rate — ログイン試行の失敗許容回
数。範囲は 1 ～ 1024 です。

 • log — 1 分間に失敗回数がしきい値を超える
場合の Syslog 認証失敗

コマンド 目的

Router# show auto secure config AutoSecure 設定の一部として追加されているすべてのコ
ンフィギュレーション コマンドを表示します。出力はコ
ンフィギュレーションにより生成される出力と同じです。
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AutoSecure 設定例 
AutoSecure 設定例
次に、AutoSecure セッションの例を示します。auto secure コマンドを実行すると、AutoSecure は 
no-interact キーワードをイネーブルにしている場合を除いて、これと同様の応答が自動的に表示
されます（ディセーブルにする機能とイネーブルにする機能の詳細については、「マネジメント 
プレーンのセキュリティ保護」[p.41-2] および「フォワーディング プレーンのセキュリティ保護」
[p.41-5] を参照してください）。

Router# auto secure
                --- AutoSecure Configuration ---

*** AutoSecure configuration enhances the security of
the router, but it will not make it absolutely resistant
to all security attacks ***

 AutoSecure will modify the configuration of your device.

All the configuration changes will be shown. For a detailed
explanation of how the configuration changes enhance security
and any possible side effects, please refer to Cisco.com for
AutoSecure documentation.
At any prompt you may enter '?' for help.
Use ctrl-c to abort this session at any prompt.

If this device is being managed by a network management station,
AutoSecure configuration may block network management traffic.
Continue with AutoSecure? [no]: y

Gathering information about the router for AutoSecure

Is this router connected to internet? [no]: y
Enter the number of interfaces facing the internet [1]: 1
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down    
Vlan77                 77.1.1.4        YES NVRAM  down                  down    
GigabitEthernet6/1     unassigned      YES NVRAM  administratively down down    
GigabitEthernet6/2     21.30.30.1      YES NVRAM  up                    up      
Loopback0              3.3.3.3         YES NVRAM  up                    up      
Tunnel1                unassigned      YES NVRAM  up                    up            
Enter the interface name that is facing the internet: Vlan77

Securing Management plane services...

Disabling service finger
Disabling service pad
Disabling udp & tcp small servers
Enabling service password encryption
Enabling service tcp-keepalives-in
Enabling service tcp-keepalives-out
Disabling the cdp protocol

Disabling the bootp server
Disabling the http server
Disabling the finger service
Disabling source routing
Disabling gratuitous arp

Here is a sample Security Banner to be shown
at every access to device. Modify it to suit your
enterprise requirements.

Authorized Access only
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AutoSecure 設定例
  This system is the property of <Name of Enterprise>.
  UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS DEVICE IS PROHIBITED.
  You must have explicit permission to access this
  device. All activities performed on this device
  are logged. Any violations of access policy will result
  in disciplinary action.

Enter the security banner {Put the banner between
k and k, where k is any character}:
k
banner     
k
Enter the new enable secret: 
Confirm the enable secret : 
Enable password is not configured or its length
is less than minimum no. of charactersconfigured
Enter the new enable password: 
Confirm the enable password: 

Configuration of local user database
Enter the username: cisco
Enter the password: 
Confirm the password: 
Configuring AAA local authentication
Configuring Console, Aux and VTY lines for
local authentication, exec-timeout, and transport
Securing device against Login Attacks
Configure the following parameters

Blocking Period when Login Attack detected (in seconds): 5

Maximum Login failures with the device: 3

Maximum time period for crossing the failed login attempts (in seconds): ?
% A decimal number between 1 and 32767.

Maximum time period for crossing the failed login attempts (in seconds): 5

Configure SSH server? [yes]: no

Configuring interface specific AutoSecure services
Disabling mop on Ethernet interfaces

Securing Forwarding plane services...

Enabling unicast rpf on all interfaces connected
to internet

The following rate-limiters are enabled by default:
  mls rate-limit unicast ip errors 100 10
  mls rate-limit unicast ip rpf-failure 100 10
  mls rate-limit unicast ip icmp unreachable no-route 100 10
  mls rate-limit unicast ip icmp unreachable acl-drop 100 10
  mls rate-limit multicast ipv4 fib-miss 100000 100
  mls rate-limit multicast ipv4 partial 100000 100

Would you like to enable the following rate-limiters also?
mls rate-limit unicast ip icmp redirect 100 10
mls rate-limit all ttl-failure 100 10
mls rate-limit all mtu-failure 100 10
mls rate-limit unicast ip options 100 10
mls rate-limit multicast ipv4 ip-options 100 10

Enable the above rate-limiters also? [yes/no]: yes
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AutoSecure 設定例 
Would you like to enable the rate-limiters for Ingress/EgressACL bridged packets also?
NOTE: Enabling the ACL in/out rate-limiters can affect ACL logging
      and session setup rate for hardware accelerated features such
      as NAT, Layer 3 WCCP and TCP Intercept
mls rate-limit unicast acl input 100 10
mls rate-limit unicast acl output 100 10

Enable the ACL in/out rate-limiters also? [yes/no]: no

This is the configuration generated:

no service finger
no service pad
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
service password-encryption
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
no cdp run
no ip bootp server
no ip http server
no ip finger
no ip source-route
no ip gratuitous-arps
no ip identd
banner k
banner
k
security passwords min-length 6
security authentication failure rate 10 log
enable secret 5 $1$30kP$f.KDndYPz/Hv/.yTlJStN/
enable password 7 08204E4D0D48574446
username cisco password 7 08204E4D0D48574446
aaa new-model
aaa authentication login local_auth local
line console 0
 login authentication local_auth
 exec-timeout 5 0
 transport output telnet
line vty 0 15
 login authentication local_auth
 transport input telnet
login block-for 5 attempts 3 within 5
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
logging facility local2
logging trap debugging
service sequence-numbers
logging console critical
logging buffered
int Vlan1
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no ip unreachables
 no ip directed-broadcast
 no ip mask-reply
 no mop enabled
int Vlan77
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no ip unreachables
 no ip directed-broadcast
 no ip mask-reply
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AutoSecure 設定例
 no mop enabled
int GigabitEthernet6/1
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no ip unreachables
 no ip directed-broadcast
 no ip mask-reply
 no mop enabled
int GigabitEthernet6/2
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 no ip unreachables
 no ip directed-broadcast
 no ip mask-reply
 no mop enabled
interface Vlan77
 ip verify unicast source reachable-via rx
mls rate-limit unicast ip icmp redirect 100 10
mls rate-limit all ttl-failure 100 10
mls rate-limit all mtu-failure 100 10
mls rate-limit unicast ip options 100 10
mls rate-limit multicast ipv4 ip-options 100 10
!
end

Apply this configuration to running-config? [yes]: yes

Applying the config generated to running-config

Router#
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C H A P T E R42

Cisco IOS ACL サポートの概要

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX の Cisco IOS Access Control List（ACL; アクセス制
御リスト）サポートについて説明します。

 • ハードウェアおよびソフトウェアの ACL サポート（p.42-1）
 • Cisco IOS ACL 設定時の注意事項および制約事項（p.42-2）
 • PB ACL（p.42-3）
 • IPv6 アドレス圧縮の設定（p.42-7）
 • OAL ロギング（p.42-8）
 • ACL におけるレイヤ 4 演算の使用上の注意事項および制約事項（p.42-10）
Cisco IOS ACL 設定の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Security Configuration Guide』
Release 12.2 の「Traffic Filtering and Firewalls」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/ftrafwl/index.htm

ハードウェアおよびソフトウェアの ACL サポート
ACL は、ハードウェアの場合には Policy Feature Card（PFC; ポリシー フィーチャ カード）、
Distributed Forwarding Card（DFC）で、ソフトウェアの場合には Route Processor（RP; ルート プロ
セッサ）で処理できます。

 • 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の [deny] 文に一致する ACL フローは、[ip 
unreachables] がディセーブルに設定されている場合、ハードウェアによってドロップされま
す。

 • 標準 ACL および拡張 ACL（入力および出力）の [permit] 文に一致する ACL フローは、ハー
ドウェアで処理されます。

 • VLAN ACL（VACL）フローおよびポート ACL（PACL）フローはハードウェアで処理され
ます。VACL または PACL で指定されたフィールドのハードウェア処理がサポートされてい
ない場合、このフィールドは無視されるか（ACL の log キーワードなど）、または設定全体が
拒否されます（IPX ACL パラメータを含む VACL など）。

 • VACL ロギングはソフトウェアで処理されます。

 • ダイナミック ACL フローはハードウェアで処理されます。

 • アイドル タイムアウトはソフトウェアで処理されます。

（注） アイドル タイムアウトは設定できません。Cisco IOS Software Release 12.2SX は 
access-enable host timeout コマンドをサポートしていません。
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Cisco IOS ACL 設定時の注意事項および制約事項
 • 特定のポート上の ACL アクセス違反の IP アカウンティングは、そのポート上で拒否された
全パケットを RP に転送し、ソフトウェアで処理させることによってサポートされます。こ
の動作は他のフローには影響しません。

 • PFC では、ハードウェアで Cisco IOS IPX ACL をサポートしません。Cisco IOS IPX ACL は、
RP のソフトウェアでサポートされます。

 • 名前ベースの拡張 MAC アドレス ACL は、ハードウェアでサポートされています。

 • 次の ACL タイプは、ソフトウェアによって処理されます。

 – Internetwork Packet Exchange（IPX）アクセス リスト

 – 標準 XNS アクセス リスト

 – 拡張 XNS アクセス リスト

 – DECnet アクセス リスト

 – 拡張 MAC アドレス アクセス リスト

 – プロトコル タイプコード アクセス リスト

（注） ヘッダー長が 5 バイト未満の IP パケットは、アクセス制御されません。

 • Optimized ACL Logging（OAL; 適化された ACL ロギング）を設定しない場合、ロギングを
必要とするフローはソフトウェアで処理され、ハードウェアでの非ロギング フローの処理に
は影響しません（「OAL ロギング」[p.42-8] を参照）。

 • ソフトウェアで処理されるフローの転送レートは、ハードウェアで処理されるフローに比べ
ると、大幅に小さくなります。

 • show ip access-list コマンドの出力に表示される一致カウントには、ハードウェアで処理され
たパケットは含まれません。

Cisco IOS ACL 設定時の注意事項および制約事項
Cisco IOS ACL をさまざまな機能とともに使用するための設定には、次の注意事項および制約事
項が適用されます。

 • Cisco IOS ACL をレイヤ 3 ポートおよび VLAN（仮想 LAN）インターフェイスに直接、適用
できます。

 • VACL と PACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用できます（第 43 章「PACL および VACL 
の設定」を参照）。

 • 各タイプの ACL（IP、IPX、および MAC）は対応するトラフィック タイプだけをフィルタリ
ングします。Cisco IOS MAC ACL が IP または IPX トラフィックと一致することはありませ
ん。

 • PFC では、ハードウェアで Cisco IOS IPX ACL をサポートしません。Cisco IOS IPX ACL は、
RP のソフトウェアでサポートされます。

 • パケットがアクセス グループによって拒否された場合、デフォルトで RP が Internet Control 
Message Protocol（ICMP）到達不能メッセージを送信します。

ip unreachables コマンドがイネーブルの場合（デフォルト）、Switch Processor（SP; スイッチ 
プロセッサ）は拒否されたパケットの大部分をハードウェアでドロップし、一部のパケット
（ 大で 10 パケット / 秒）だけが RP に送信されてドロップされます（これにより ICMP 到達
不能メッセージが生成されます）。
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PB ACL 
拒否されたパケットをドロップし、ICMP 到達不能メッセージを生成することによって RP の 
CPU にかかる負荷を軽減するには、no ip unreachables インターフェイス コンフィギュレー
ション コマンドを入力して、ICMP 到達不能メッセージをディセーブルにします。これによ
り、アクセス グループによって拒否されたすべてのパケットがハードウェアでドロップされ
ます。

 • パケットが VACL または PACL によって拒否された場合、ICMP 到達不能メッセージは送信
されません。

 • 名前付き ACL を使用すると、ACL 設定の作成または変更時およびシステム再起動中の CPU 
使用率を低く抑えられるため、番号付き ACL ではなく名前付き ACL を使用してください。
ACL エントリを作成する（または既存の ACL エントリを変更する）場合、ソフトウェアで
は ACL 設定を PFC ハードウェアにロードするために ACL マージと呼ばれる CPU 中心の動作
が行われます。ACL マージはまた、システム再起動中にスタートアップ コンフィギュレー
ションを適用する際にも発生します。

名前付き ACL を使用すると、ユーザが named-acl コンフィギュレーション モードを終了する
ときにのみ ACL マージが開始されます。ただし、名前付き ACL では、ACL 定義すべてにつ
いて ACL マージが開始されるため、中規模のマージが ACL 設定中に何度も行われることに
なります。

PB ACL
Policy-Based ACL（PBACL; ポリシーベース ACL）は Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでサ
ポートされます。ここでは、PBACL について説明します。

 • PBACL の概要（p.42-3）
 • PBACL に関する注意事項および制約事項（p.42-4）
 • PBACL の設定（p.42-4）

PBACL の概要

PBACL により、オブジェクト グループ全体にアクセス制御ポリシーを適用することができます。
オブジェクト グループとはユーザまたはサーバの集合です。

オブジェクト グループを IP アドレスの集合として、またはプロトコル ポートの集合として定義
します。それからポリシー（許可や拒否など）をオブジェクト グループに適用する Access 
Control Entry（ACE; アクセス制御エントリ）を作成します。たとえば、ユーザ グループがある
サーバ グループにアクセスすることを許可するポリシーベース ACE を作成することができます。

グループ名を使用して定義された ACE は、ACE が複数あるのと同じです（オブジェクト グルー
プの各エントリに 1 つ適用されます）。PBACL ACE はシステムにより複数の Cisco IOS ACE に拡
張され（グループ内の各エントリに対して 1 つの ACE）、ACE は TCAM に読み込まれます。した
がって、PBACL 機能により設定が必要なエントリ数が削減されますが、TCAM 使用率は削減さ
れません。

グループ メンバシップまたはアクセス グループを使用する ACE の内容に変更を行う場合、
TCAM 内の ACE がシステムにより更新されます。次に、更新を開始する変更のタイプを示しま
す。

 • グループへのメンバの追加

 • グループからのメンバの削除

 • アクセス グループを使用する ACE のポリシー文の変更

Cisco IOS ACL 拡張コンフィギュレーション コマンドを使用して PBACL を設定します。通常の 
ACE と同様に、同じアクセス ポリシーを 1 つまたは複数のインターフェイスと関連付けること
ができます。
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PB ACL
ACE の設定時にオブジェクト グループを使用して送信元、宛先、またはその両方を定義できま
す。

PBACL に関する注意事項および制約事項

PBACL を設定する際、次の注意事項および制約事項に注意してください。

 • PBACL はレイヤ 3 インターフェイスでサポートされています（ルーテッド インターフェイ
スおよび VLAN インターフェイスなど）。

 • PBACL 機能によりサポートされるのは IPv4 ACE のみです。

 • PBACL 機能は Cisco IOS ACL でサポートされますが、VACL または PACL ではサポートされ
ません。キーワード reflexive および evaluate はサポートされていません。

 • ポリシーベース ACL の相互作用機能は Cisco IOS ACL と同じです。

PBACL の設定

PBACL を設定するには、次の作業を行います。

 • PBACL の IP アドレスのオブジェクト グループの設定（p.42-4）
 • PBACL のプロトコル ポートのオブジェクト グループの設定（p.42-5）
 • PBACL オブジェクト グループを使用する ACL の作成（p.42-5）
 • インターフェイスでの PBACL の設定（p.42-6）

PBACL の IP アドレスのオブジェクト グループの設定

PBACL の IP アドレスのオブジェクト グループを作成または変更するには、次の作業を行いま
す。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# object-group ip address 
object_group_name 

オブジェクト グループ名を定義します。IP ア
ドレス オブジェクト グループ コンフィギュ
レーション モードを開始します。

Router(config)# no object-group ip address 
object_group_name 

指定された名前のオブジェクト グループを削
除します。

ステップ 2 Router(config-ipaddr-ogroup)# {ip_address mask} | 
{host {name | ip_address} } 

グループのメンバを設定します。メンバは、
ネットワーク アドレスにマスクを付加したも
のか （ホスト名または IP アドレスにより識別
される）ホストかのどちらかです。

Router(config-ipaddr-ogroup)# no {ip_address mask} | 
{host {name | ip_address} }

グループのメンバを削除します。

ステップ 3 Router(config-ipaddr-ogroup)# {end} | {exit} コンフィギュレーション モードを終了するに
は、end コマンドを入力します。

IP アドレス オブジェクト グループ コンフィ
ギュレーション モードを終了するには、exit 
コマンドを入力します。

ステップ 4 Router# show object-group [object_group_name] 名前付きグループ（または名前が入力されて
いない場合はすべてのグループ）のオブジェ
クト グループの設定を表示します。
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PB ACL 
次に、3 つのホストと 1 つのネットワーク アドレスを含むオブジェクト グループを作成する例を
示します。

Router(config)# object-group ip address myAG
Router(config-ipaddr-pgroup)# host 10.20.20.1 
Router(config-ipaddr-pgroup)# host 10.20.20.5 
Router(config-ipaddr-pgroup)# 10.30.0.0 255.255.0.0 

PBACL のプロトコル ポートのオブジェクト グループの設定

PBACL のプロトコル ポートのオブジェクト グループを作成または変更するには、次の作業を行
います。

次に、プロトコル ポート 100 と、300 以外の 200 より大きいポートと一致するポートのオブジェ
クト グループを作成する例を示します。

Router(config)# object-group ip port myPG
Router(config-port-pgroup)# eq 100 
Router(config-port-pgroup)# gt 200 
Router(config-port-pgroup)# neq 300 

PBACL オブジェクト グループを使用する ACL の作成

PBACL オブジェクト グループを使用するように ACL を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# object-group ip port 
object_group_name 

オブジェクト グループ名を定義します。ポー
ト オブジェクト グループ コンフィギュレー
ション モードを開始します。

Router(config)# no object-group ip port 
object_group_name 

指定された名前のオブジェクト グループを削
除します。

ステップ 2 Router(config-port-ogroup)# {eq number} | {gt 
number} | {lt number} | {neq number} | {range number 
number} 

グループのメンバを設定します。メンバは、
ポート番号と等しいまたは等しくない、ポー
ト番号より大きいまたは小さい、またはポー
ト番号の範囲のいずれかです。

Router(config-port-ogroup)# no { {eq number} | {gt 
number} | {lt number} | {neq number} | {range number 
number} }

グループのメンバを削除します。

ステップ 3 Router(config-port-ogroup)# end | exit コンフィギュレーション モードを終了するに
は、end コマンドを入力します。

ポート オブジェクト グループ コンフィギュ
レーション モードを終了するには、exit コマ
ンドを入力します。

ステップ 4 Router# show object-group [object_group_name] 名前付きグループ（または名前が入力されて
いない場合はすべてのグループ）のオブジェ
クト グループの設定を表示します。
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次に、プロトコル ポートが myPG に指定されたポートと一致する場合に、myAG 内のユーザから
のパケットを許可するアクセス リストを作成する例を示します。

Router(config)# ip access-list extended my-pbacl-policy
Router(config-ext-nacl)# permit tcp addrgroup myAG portgroup myPG any
Router(config-ext-nacl)# deny tcp any any
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# exit
Router# show ip access-list my-pbacl-policy
Extended IP access list my-pbacl-policy
10 permit tcp addrgroup AG portgroup PG any
20 permit tcp any any

Router# show ip access-list my-pbacl-policy expand
Extended IP access list my-pbacl-policy expanded
20 permit tcp host 10.20.20.1 eq 100 any
20 permit tcp host 10.20.20.1 gt 200 any
20 permit tcp host 10.20.20.1 neq 300 any
20 permit tcp host 10.20.20.5 eq 100 any
20 permit tcp host 10.20.20.5 gt 200 any
20 permit tcp host 10.20.20.5 neq 300 any
20 permit tcp 10.30.0.0 255.255.0.0 eq 100 any
20 permit tcp 10.30.0.0 255.255.0.0 gt 200 any
20 permit tcp 10.30.0.0 255.255.0.0 neq 300 any

インターフェイスでの PBACL の設定

インターフェイスでの PBACL を設定するには、ip access-group コマンドを使用します。このコ
マンド構文および使用方法は Cisco IOS ACL と同じです。詳細については、「Cisco IOS ACL 設定
時の注意事項および制約事項」（p.42-2）を参照してください。

次に、アクセス リスト my-pbacl-policy と VLAN 100 を関連付ける例を示します。

Router(config)# int vlan 100
Router(config-if)# ip access-group mp-pbacl-policy in

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip access-list extended acl_name 名前を指定して拡張 ACL を定義します。拡張 
ACL コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

Router(config)# no ip access-list extended acl_name 指定された名前の ACL を削除します。

ステップ 2 Router(config-ext-nacl)# permit tcp addrgroup 
object_group_name addrgroup object_group_name

IP アドレスのオブジェクト グループを送信元
ポリシーとして、オブジェクト グループを宛
先ポリシーとして使用する、TCP トラフィッ
クの ACE を設定します。

Router(config-ext-nacl)# no ip addrgroup 
object_group_name addrgroup object_group_name

拡張 ACL のエントリを削除します。

ステップ 3 Router(config-ext-nacl)# exit 拡張 ACL コンフィギュレーション モードを終
了します。

ステップ 4 Router# show access-lists [acl_name] 名前付きグループ（または名前が入力されて
いない場合はすべてのグループ）のオブジェ
クト グループの設定を表示します。
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IPv6 アドレス圧縮の設定 
IPv6 アドレス圧縮の設定
ACL は、ハードウェアの場合には PFC に実装されています。PFC はパケット内の送信元 IP アド
レスまたは宛先 IP アドレス、およびポート番号を使用して ACL テーブルのインデックスを作成
します。インデックスの 大アドレス長は 128 ビットです。

IPv6 パケットの IP アドレス フィールドは 128 ビットで、ポート フィールドは 16 ビットです。
ACL ハードウェア テーブルの IPv6 アドレスをすべて使用するには、mls ipv6 acl compress 
address unicast コマンドを使用して、IPv6 アドレスの圧縮を有効にします。この機能は、IPv6 ア
ドレスの使用されていない 16 ビットを削除することで、IPv6 アドレスをポートも含めて 128 
ビットに圧縮します。圧縮可能なアドレスのタイプであれば、情報を損失することなく圧縮でき
ます。圧縮方式の詳細については、表 42-1 を参照してください。

デフォルトで、このコマンドは圧縮を行わないように設定されています。

注意 ネットワークで圧縮できないアドレスのタイプを使用している場合は、圧縮モードをイネーブル
にしないでください。表 42-1 に、圧縮可能なアドレスのタイプおよびアドレスの圧縮方式の一
覧を示します。

IPv6 アドレスの圧縮を有効にするには、mls ipv6 acl compress address unicast コマンドを入力しま
す。IPv6 アドレスの圧縮を無効にするには、このコマンドの no 形式を入力します。

次に、IPv6 アドレスのアドレス圧縮を有効にする例を示します。

Router(config)# mls ipv6 acl compress address unicast
Router(config)#

表 42-1 圧縮可能なアドレスのタイプおよび方式 

アドレスの種類 圧縮方式

MAC アドレスに基づく EUI-64 このアドレスは、ビット ロケーション [39:24] から 16 ビッ
トを削除することにより圧縮されます。ハードウェアがこ
れらのアドレスを圧縮する際、情報の損失はありません。

組み込み型 IPv4 アドレス このアドレスは、上位 16 ビットを削除することにより圧
縮されます。ハードウェアがこれらのアドレスを圧縮する
際、情報の損失はありません。

リンク ローカル これらのアドレスは、ビット [95:80] のゼロを削除するこ
とにより圧縮され、組み込み型 IPv4 アドレスと同じパケッ
ト タイプを使用して識別されます。ハードウェアがこれら
のアドレスを圧縮する際、情報の損失はありません。

その他 上記のカテゴリに該当しない IPv6 アドレスは、その他に分
類されます。IPv6 がその他に分類される場合、次のように
なります。

 • 圧縮モードがオンの場合、IPv6 アドレスは EUI-64 圧縮
方式（ビット [39:24] の削除）と同様に圧縮され、レイ
ヤ 4 のポート情報を QoS（Quality of Service）TCAM を
検索するのに使用されるキーの一部として使用できま
すが、レイヤ 3 情報の損失が発生します。

 • グローバル圧縮モードがオフの場合、IPv6 アドレスの 
128 ビット全体が使用されます。レイヤ 4 のポート情
報は IPv6 検索キーのサイズ制限のため、QoS TCAM を
検索するためのキーに含まれません。
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第 42 章      Cisco IOS ACL サポートの概要           

OAL ロギング
次に、IPv6 アドレスのアドレス圧縮を無効にする例を示します。

Router(config)# no mls ipv6 acl compress address unicast
Router(config)#

OAL ロギング
ここでは、OAL について説明します。

 • OAL の概要（p.42-8）
 • OAL に関する注意事項および制約事項（p.42-8）
 • OAL の設定（p.42-9）

OAL の概要

OAL は、ACL ロギングをハードウェアでサポートしています。OAL を設定しないかぎり、ロギ
ングを必要とするパケットは、RP のソフトウェアで完全に処理されます。OAL では、PFC3 の
ハードウェアでパケットの許可またはドロップを行います。情報は 適化ルーチンを使用して 
RP に送信され、ロギング メッセージが生成されます。

OAL に関する注意事項および制約事項

OAL には、次の注意事項および制約事項が適用されます。

 • OAL と VACL キャプチャには互換性がありません。スイッチに両方の機能を設定しないでく
ださい。OAL を設定した場合、SPAN を使用してトラフィックをキャプチャします。

 • OAL は、PFC3 のみでサポートされます。

 • OAL は IPv4 ユニキャスト パケットのみをサポートしています。

 • OAL は、許可された入力トラフィックの VACL および PACL ロギングをサポートしていま
す。

 • OAL は、次のものに対してはハードウェアでのサポートをしていません。

 – リフレクシブ ACL
 – 他の機能（QoS など）のトラフィックのフィルタリングに使用される ACL
 – Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）チェック例外のための ACL
 – 例外パケット（TTL 障害や MTU 障害など）

 – IP オプションが指定されたパケット

 – レイヤ 3 でルータへのアドレスが指定されたパケット

 – ICMP 到達不能メッセージを生成するために RP へ送信されるパケット

 – ハードウェアでは加速されず、機能によって処理されるパケット

 • 拒否されたパケットに対する OAL サポートを提供するには、mls rate-limit unicast ip icmp 
unreachable acl-drop 0 コマンドを入力します。
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OAL ロギング 
OAL の設定

ここでは、OAL の設定手順について説明します。

 • OAL グローバル パラメータの設定（p.42-9）
 • インターフェイスでの OAL の設定（p.42-10）
 • OAL 情報の表示（p.42-10）
 • キャッシュされた OAL エントリのクリア（p.42-10）

（注） • この項で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、『Cisco IOS Software 
Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

 • 拒否されたパケットに対する OAL サポートを提供するには、mls rate-limit unicast ip icmp 
unreachable acl-drop 0 コマンドを入力します。

OAL グローバル パラメータの設定

OAL グローバル パラメータを設定するには、次の作業を行います。

OAL グローバル パラメータを設定する場合、次の情報に注意してください。

 • entries number_of_entries

 – キャッシュされるエントリの 大数を設定します。

 – 範囲：0 ～ 1,048,576（カンマを付けずに入力）

 – デフォルト： 8000
 • interval seconds

 – ログのためにエントリが送信されるまでの 大時間を設定します。この時間中エントリ
が非アクティブの場合、キャッシュから削除されます。

 – 範囲：5 ～ 86,400（1440 分つまり 24 時間、カンマを付けずに入力）

 – デフォルト：300 秒（5 分）

 • rate-limit number_of_packets

 – ソフトウェアで 1 秒間にログに記録されるパケット数を設定します。

 – 範囲：10 ～ 1,000,000（カンマを付けずに入力）

 – デフォルト：0（レート制限がオフになり、すべてのパケットがログに記録されます）

 • threshold number_of_packets

 – エントリがログに記録されるまでに一致するパケット数を設定します。

 – 範囲：1 ～ 1,000,000（カンマを付けずに入力）

 – デフォルト：0（一致パケット数に達してもログの記録は開始されません）

コマンド 目的

Router(config)# logging ip access-list cache {{entries 
number_of_entries} | {interval seconds} | {rate-limit 
number_of_packets} | {threshold number_of_packets}} 

OAL グローバル パラメータを設定します。

Router(config)# no logging ip access-list cache {entries | 
interval | rate-limit | threshold} 

OAL グローバル パラメータをデフォルトに戻しま
す。
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ACL におけるレイヤ 4 演算の使用上の注意事項および制約事項
インターフェイスでの OAL の設定

インターフェイスで OAL を設定するには、次の作業を行います。

OAL 情報の表示

OAL 情報を表示するには、次の作業を行います。

キャッシュされた OAL エントリのクリア

キャッシュされた OAL エントリをクリアするには、次の作業を行います。

ACL におけるレイヤ 4 演算の使用上の注意事項および
制約事項

ここでは、レイヤ 4 ポート演算を含む ACL を設定する場合の注意事項および制約事項について
説明します。

 • レイヤ 4 演算の使用（p.42-10）
 • LOU の使用（p.42-11）

レイヤ 4 演算の使用

次のタイプの演算子を指定できます。

 • gt（geater than：より大きい）

 • lt（less than：より小さい）

 • neq（not equal：等しくない）

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port}

1. type = レイヤ 3 スイッチド トラフィックをサポートする任意のタイプ

設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Router(config-if)# logging ip access-list cache in インターフェイスの入力トラフィックに対し
て OAL をイネーブルにします。

Router(config-if)# no logging ip access-list cache インターフェイスでの OAL をディセーブルに
します。

ステップ 3 Router(config-if)# logging ip access-list cache out インターフェイスの出力トラフィックに対し
て OAL をイネーブルにします。

Router(config-if)# no logging ip access-list cache インターフェイスでの OAL をディセーブルに
します。

コマンド 目的

Router # show logging ip access-list cache OAL 情報を表示します。

コマンド 目的

Router # clear logging ip access-list cache キャッシュされた OAL エントリをクリアします。
42-10
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 42 章      Cisco IOS ACL サポートの概要

ACL におけるレイヤ 4 演算の使用上の注意事項および制約事項   
 • eq（equal：等しい）

 • range（inclusive range：包含範囲）

1 つの ACL に指定する演算は、9 つまでにすることを推奨します。この数を超えると、新しい演
算によって影響される ACE が、複数の ACE に分割されることがあります。

レイヤ 4 演算を使用するときは、次の 2 つの注意事項に従ってください。

 • レイヤ 4 演算は、演算子またはオペランドが異なっていると、違う演算であるとみなされま
す。たとえば、次の ACL には 3 つの異なるレイヤ 4 演算が定義されています（[gt 10] と [gt 
11] は 2 つの異なるレイヤ 4 演算です）。

... gt 10 permit

... lt 9 deny

... gt 11 deny

（注） [eq] 演算子の使用に制限はありません。[eq] 演算子は LOU またはレイヤ 4 演算ビット
を使用しないためです。LOU については、「LOU の使用」（p.42-11）を参照してくだ
さい。

 • レイヤ 4 演算は、同じ演算子 / オペランドの組み合わせでも、送信元ポートに適用するか宛
先ポートに適用するかによって異なる演算になります。たとえば次の ACL では、1 つの ACE 
には送信元ポート、もう 1 つの ACE には宛先ポートが指定されているので、2 つの異なるレ
イヤ 4 演算が定義されていることになります。

... Src gt 10 ...

... Dst gt 10

LOU の使用

LOU は、演算子 / オペランドの組み合わせを保存するレジスタです。ACL はすべて、LOU を使
用します。 大 32 の LOU があります。各 LOU には、2 つの異なる演算子 / オペランドの組み合
わせを保存できますが、range 演算子だけは例外です。レイヤ 4 演算は、次のように LOU を使用
します。

 • gt は、1/2 LOU を使用します。

 • lt は、1/2 LOU を使用します。

 • neq は、1/2 LOU を使用します。

 • range は、1 LOU を使用します。

 • eq は、LOU を使用しません。

たとえば、次の ACL では、1 つの LOU に 2 つの異なる演算子 / オペランドの組み合わせが保存さ
れます。

... Src gt 10 ...

... Dst gt 10

以下は、より詳細な例です。

ACL1
... (dst port) gt 10 permit
... (dst port) lt 9 deny
... (dst port) gt 11 deny
... (dst port) neq 6 permit
... (src port) neq 6 deny
... (dst port) gt 10 deny

ACL2
... (dst port) gt 20 deny
... (src port) lt 9 deny
... (src port) range 11 13 deny
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ACL におけるレイヤ 4 演算の使用上の注意事項および制約事項
... (dst port) neq 6 permit

レイヤ 4 演算数と LOU 数は、次のとおりです。

 • ACL1 のレイヤ 4 演算： 5
 • ACL2 のレイヤ 4 演算： 4
 • LOU： 4
LOU は、次のように使用されています。

 • LOU1 に、[gt 10] および [lt 9] が保存されます。

 • LOU2 に、[gt 11] および [neq 6] が保存されます。

 • LOU 3 に、[gt 20] が保存されます（半分は空き）。

 • LOU 4 に、[range 11 13] が保存されます（range は 1 LOU を使用）。
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PACL および VACL の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Port ACL（PACL; ポート ACL）および VLAN 
ACL（VACL）を設定する手順について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • Optimized ACL Logging（OAL; 適化された ACL ロギング）と VACL キャプチャには互換性
がありません。スイッチに両方の機能を設定しないでください。OAL が設定されている場合
は（「OAL ロギング」[p.42-8] を参照）、SPAN を使用してトラフィックをキャプチャします。

 • PACL は access-list キーワードである log または reflexive をサポートしません。アクセス リス
ト内のこれらのキーワードは無視されます。OAL は PACL をサポートしません。

 • PACL はプライベート VLAN 上ではサポートされません。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • ACL の概要（p.43-1）
 • PACL の設定（p.43-7）
 • VACL の設定（p.43-11）
 • VACL ロギングの設定（p.43-16）

ACL の概要
ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX での Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）
について説明します。

 • ACL の概要（p.43-2）
 • VACL の概要（p.43-2）
 • PACL の概要（p.43-2）
 • PACL と VACL の相互作用（p.43-4）
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ACL の概要
ACL の概要

ACL は、ACL に指定された条件に基づいて出力トラフィックおよび入力トラフィックをフィル
タリングする機能です。

Cisco IOS Software Release 12.2SX では、次のタイプの ACL がサポートされます。

 • Cisco IOS ACL はレイヤ 3 インターフェイスに適用され、VLAN 間でルーティングされるトラ
フィックをフィルタリングします。Cisco IOS ACL の詳細については、第 42 章「Cisco IOS 
ACL サポートの概要」を参照してください。

 • VACL はすべてのパケット（ブリッジドまたはルーテッド）の VLAN へのアクセスを制御し
ます。パケットはルーティングされたあと、Layer 2 ポートまたは Layer 3 ポートから VLAN 
に着信します。VACL を使用して、同じ VLAN 上のデバイス間のトラフィックをフィルタリ
ングすることもできます。

 • PACL によるアクセス制御は、指定されたレイヤ 2 ポートに着信するすべてのトラフィック
に対して行われます。

PACL および VACL は、レイヤ 3 アドレス（IP プロトコル向け）またはレイヤ 2 MAC アドレス
（IP 以外のプロトコル向け）に基づいてアクセス制御を行います。

レイヤ 2 インターフェイスに適用できるのは IP アクセス リストを 1 つと MAC アドレス リストを 
1 つだけです。

VACL の概要

VACL は、VLAN 内でブリッジされるか、VLAN または（VACL キャプチャのために）WAN イ
ンターフェイスの内側または外側へルーティングされたすべてのパケットのアクセス制御を行い
ます。ルーティングされるパケットにのみ適用される Cisco IOS ACL と異なり、VACL はすべて
のパケットに適用され、どの VLAN または WAN インターフェイスにも適用できます。VACL は 
ACL TCAM ハードウェアで処理されます。VACL は Cisco IOS ACL と同じコンフィギュレーショ
ン コマンドを使用します。VACL は、ハードウェアでサポートされていないすべての Cisco IOS 
ACL フィールドを無視します。

IP、IPX、および MAC（メディア アクセス制御）レイヤ トラフィックの場合は、VACL を設定
できます。WAN インターフェイスに適用される VACL は、VACL キャプチャの IP トラフィック
のみをサポートします。

VACL が特定のパケット タイプ用に設定されていて、あるパケットの該当タイプが VACL と一致
しない場合、デフォルト動作では、パケットが拒否されます。

（注） • TCP 代行受信およびリフレクシブ ACL が VACL と同じインターフェイスに設定されている
場合、それらの機能は VACL よりも優先されます。

 • VACL および CBAC（コンテキスト ベース アクセス コントロール）は、同じインターフェイ
ス上に設定できません。

 • IGMP（インターネット グループ管理プロトコル）パケットは VACL と照合されません。

PACL の概要

PACL 機能により、特定のレイヤ 2 ポートに対してアクセス制御を行うことができます。レイヤ 
2 ポートは、VLAN に属する物理的な LAN ポートまたはトランク ポートです。PACL は入力トラ
フィックにのみ適用されます。PACL 機能はハードウェアでのみサポートされます（PACL はソ
フトウェアでルーティングされたパケットには適用されません）。
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ACL の概要 
PACL を作成すると、ACL TCAM にエントリが作成されます。利用可能な TCAM スペースを確
認するには、show tcam counts コマンドを使用します。

PACL 機能は、ポートで受信するレイヤ 2 制御パケットには影響を与えません。

PACL とその他の ACL との相互作用の方法を変更するには、access-group mode コマンドを使用
します。

PACL は次のモードを使用します。

 • 優先ポート モード — PACL がレイヤ 2 インターフェイスで設定されている場合は、PACL が
有効になり、その他の ACL（Cisco IOS ACL および VACL）を無効にします。PACL 機能がレ
イヤ 2 インターフェイスで設定されていない場合は、そのインターフェイスに適用可能なそ
の他の機能が結合されて適用されます。

 • マージ モード — このモードでは、PACL、VACL、および Cisco IOS ACL が図 43-2 に示す論
理シリアル モデルに従って、入力方向に結合されます。これはデフォルトのアクセス グルー
プ モードです。

各インターフェイスで access-group mode コマンドを設定します。デフォルトはマージ モードで
す。

（注） PACL はトランク ポート上で設定できます。トランク ポートはマージ モードをサポートしませ
ん。

アクセス グループ モードについて説明するために、VLAN100 に属する物理ポートに次の ACL 
が設定されているとします。

 • Cisco IOS ACL R1 がルーテッド インターフェイス VLAN100 に適用されます。

 • VACL（VLAN フィルタ）V1 が VLAN100 に適用されます。

 • PACL P1 が物理ポートに適用されます。

この状況では、次のような ACL の相互作用が行われます。

 • 優先ポート モードでは、Cisco IOS ACL R1 および VACL V1 は無視されます。

 • マージ モードでは、Cisco IOS ACL R1、VACL V1、および PACL P1 は結合され、ポートに適
用されます。

（注） PACL を作成するための CLI 構文は、Cisco IOS ACL を作成する構文と同じです。レイヤ 2 ポート
にマッピングされている ACL のインスタンスが PACL です。レイヤ 3 インターフェイスにマッピ
ングされている ACL のインスタンスは Cisco IOA ACL です。同じ ACL をレイヤ 2 ポートとレイ
ヤ 3 インターフェイスの両方にマッピングできます。

PACL 機能は MAC ACL および IPv4 ACL をサポートします。PACL 機能は IPV6、ARP、または 
MPLS トラフィック用の ACL をサポートしません。

次の項では、PACL の詳細について説明します。

 • EtherChannel と PACL の相互作用（p.43-3）
 • ダイナミック ACL（マージ モードにのみ適用）（p.43-4）
 • トランク ポート（p.43-4）
 • ポート /VLAN アソシエーション変更（p.43-4）

EtherChannel と PACL の相互作用

ここでは、EtherChannel と PACL の相互作用における注意事項について説明します。
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ACL の概要
 • PACL はメイン レイヤ 2 チャネル インターフェイス上でサポートされますが、ポート メンバ
上ではサポートされません。ポートを EtherChannel に追加すると、そのポート上のすべての 
PACL は非アクティブになります（設定からは削除されません）。ポートを EtherChannel から
削除すると、ポート上に設定されているすべての PACL は再度アクティブになります。

 • 論理ポートの設定変更は、チャネル内のすべてのポートに影響します。チャネルに属する論
理ポートに ACL をマッピングすると、そのチャネル内のすべてのポートにもマッピングされ
ます。

ダイナミック ACL（マージ モードにのみ適用）

ダイナミック ACL は VLAN ベースで、2 つの機能によって使用されます。マージ モードは、ダ
イナミック ACL と PACL の結合をサポートしません。マージ モードでは、次のような設定はで
きません。

 • 対応する VLAN にダイナミック ACL がマッピングされているポートに PACL を設定しよう
とすること。この場合、PACL はポート上のトラフィックに適用されません。

 • 構成ポートの 1 つに PACL がインストールされている VLAN にダイナミック ACL を適用しよ
うとすること。この場合、動的 ACL は適用されません。

トランク ポート

PACL はポート モードの場合のみトランク ポート上で設定できます。トランク ポートはマージ 
モードをサポートしません。

レイヤ 2 ポートからレイヤ 3 ポートへの変換

ポートをレイヤ 2 からレイヤ 3 に再設定する場合、ポート上に設定されているすべての PACL は
非アクティブになりますが、設定からは削除されません。その後ポートをレイヤ 2 として設定す
ると、ポート上に設定されているすべての PACL は再度アクティブになります。

ポート /VLAN アソシエーション変更

ポート /VLAN アソシエーションを変更するポート コンフィギュレーション コマンドを入力する
と、ACL 再結合を開始できます。

PACL、VACL、または Cisco IOS ACL をマッピング解除したあとに再度マッピングすると、再結
合が自動的に開始されます。

マージ モードでは、モジュール上のポートに PACL が設定されている場合は、スイッチング モ
ジュールの Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）によっても再結合が開始されま
す。

PACL と VACL の相互作用

ここでは、さまざまなタイプの ACL 間の相互作用について説明します。

 • PACL の VACL および Cisco IOS ACL との相互作用（p.43-5）
 • ブリッジド パケット（p.43-5）
 • ルーテッド パケット（p.43-5）
 • マルチキャスト パケット（p.43-6）
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ACL の概要 
PACL の VACL および Cisco IOS ACL との相互作用

ここでは、PACL の VACL および Cisco IOS ACL との相互作用における注意事項について説明し
ます。

PACL はまず、物理ポートの着信パケットに適用されます。パケットが PACL により許可される
と、次に入力 VLAN の VACL が適用されます。パケットがレイヤ 3 で転送され、VACL により許
可される場合は、同じ VLAN 上の Cisco IOS ACL によりフィルタリングされます。出力方向では
同じプロセスが逆に発生します。ただし、出力 PACL はハードウェアで現在サポートされていま
せん。

ポートが優先ポート モードに設定されている場合、PACL により VACL と Cisco IOS ACL の両方
が無効になります。このルールの 1 つの例外は、パケットが Route Processor（RP; ルート プロ
セッサ）によってソフトウェアで転送される場合です。RP は PACL モードに関係なく入力 Cisco 
IOS ACL を適用します。パケットがソフトウェアで転送される 2 つの例は、次のとおりです。

 • 出力ブリッジド パケット（ロギングや NAT などの機能のため）

 • IP オプションが指定されたパケット

ブリッジド パケット

図 43-1 に、ブリッジド パケットに適用される PACL および VACL を示します。マージ モードで
は、ACL は次の順序で適用されます。

1. 入力ポートの PACL
2. 入力 VLAN の VACL
3. 出力 VLAN の VACL

図 43-1 ブリッジド パケットへの ACL の適用

優先ポート モードでは、入力パケットに適用されるのは PACL のみです（入力 VACL は適用さ
れません）。

ルーテッド パケット

図 43-2 に、ルーテッド パケッとおよびレイヤ 3 スイッチド パケットに ACL を適用する方法を示
します。マージ モードでは、ACL は次の順序で適用されます。

1. 入力ポートの PACL
2. 入力 VLAN の VACL
3. 入力 Cisco IOS ACL
4. 出力 Cisco IOS ACL
5. 出力 VLAN の VACL

 B
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20
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VACL MSFC

 A

VLAN 10

VACL

PACL
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ACL の概要
優先ポート モードでは、入力パケットに適用されるのは PACL のみです（入力 VACL および 
Cisco IOS ACL は適用されません）。

図 43-2 ルーテッド パケットへの ACL の適用

マルチキャスト パケット

図 43-3 に、マルチキャスト拡張が必要なパケットに ACL を適用する方法を示します。マルチ
キャスト拡張が必要なパケットに対して、ACL は次の順番で適用されます。

1. マルチキャスト拡張が必要なパケット：

a. 入力ポートの PACL
b. 入力 VLAN の VACL
c. 入力 Cisco IOS ACL

2. マルチキャスト拡張後のパケット：

a. 出力 Cisco IOS ACL
b. 出力 VLAN の VACL

3. ルータから送られるパケット：

a. 出力 Cisco IOS ACL
b. 出力 VLAN の VACL

優先ポート モードでは、入力パケットに適用されるのは PACL のみです（入力 VACL および 
Cisco IOS ACL は適用されません）。

 B
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PACL の設定 
図 43-3 マルチキャスト パケットへの ACL の適用

PACL の設定
PACL は Release12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。ここでは、PACL を設定する
手順について説明します。PACL は、レイヤ 3 情報、レイヤ 4 ヘッダー情報、または非 IP レイヤ 
2 情報を使用して、レイヤ 2 インターフェイスに着信するトラフィックをフィルタリングします。

PACL 機能は、ポートに適用する標準 / 拡張 IP ACL または名前付き拡張 MAC ACL を作成するた
めに、既存の Cisco IOS access-list コマンドを使用します。

IP ACL または MAC ACL を 1 つまたは複数のレイヤ 2 インターフェイスに適用するには、ip 
access-group コマンドまたは mac access-group interface コマンドを使用します。

ここでは、次の内容について説明します。

 • PACL 設定時の注意事項（p.43-8）
 • レイヤ 2 インターフェイスの IP ACL および MAC ACL の設定（p.43-8）
 • レイヤ 2 インターフェイスのアクセス グループ モードの設定（p.43-9）
 • レイヤ 2 インターフェイスへの ACL の適用（p.43-9）
 • ポート チャネルへの ACL の適用（p.43-10）
 • レイヤ 2 インターフェイスの ACL 設定の表示（p.43-10）

MSFC
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VLAN 20
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VLAN 20
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VLAN 10

18
20
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PACL の設定
PACL 設定時の注意事項

PACL を設定する場合、次の注意事項を考慮してください。

 • 同じレイヤ 2 インターフェイスに方向別に適用できるのは、多くても IP アクセス リストを 1 
つと MAC アクセス リストを 1 つです。

 • IP アクセス リストは、IPv4 パケットのみをフィルタリングします。IP アクセス リストには、
標準アクセス リスト、拡張アクセス リスト、または名前付きアクセス リストを定義できま
す。

 • MAC アクセス リストは、レイヤ 2 情報に基づいてすべての入力パケットをフィルタリング
します。定義できるのは名前付き MAC アクセス リストのみです。

 • PACL の一部として設定できる ACL および ACE の数は、スイッチ上のハードウェア リソー
スによる制限を受けます。これらのハードウェア リソースは、システムに設定されているさ
まざまな ACL 機能（Cisco IOS ACL または VACL など）により共有されます。PACL をハー
ドウェアにプログラミングするのに十分なハードウェア リソースがない場合は、PACL が適
用されません。

 • PACL は access-list log および reflect/evaluate キーワードをサポートしません。これらのキー
ワードを PACL のアクセス リストに追加しても、無視されます。

 • OAL は PACL をサポートしません。

 • PACL は IPv6、MPLS、または ARP メッセージに適用されません。

 • アクセス グループ モードによって、PACL とその他の ACL との相互作用の方法が変わりま
す。シスコ プラットフォーム全体の動作を一貫させるには、デフォルトのアクセス グループ 
モード（マージ モード）を使用します。

レイヤ 2 インターフェイスの IP ACL および MAC ACL の設定

IP ACL および MAC ACL はレイヤ 2 物理インターフェイスに適用できます。（番号付き、名前付
き）標準 IP ACL、（番号付き、名前付き）拡張 IP ACL、および名前付き拡張 MAC ACL がサポー
トされています。

レイヤ 2 インターフェイスに IP ACL または MAC ACL を適用にするには、次の作業を行います。

次に、すべての TCP トラフィックを許可し、暗黙的にその他すべての IP トラフィックを拒否す
る名前付き拡張 IP ACL simple-ip-acl を設定する例を示します。

Switch(config)# ip access-list extended simple-ip-acl 
Switch(config-ext-nacl)# permit tcp any any
Switch(config-ext-nacl)# end

次に、送信元ホスト 000.000.011 をすべての宛先ホストで許可する、名前付き拡張 MAC ACL 
simple-mac-acl を設定する例を示します。

Switch(config)# mac access-list extended simple-mac-acl
Switch(config-ext-macl)# permit host 000.000.011 any

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface レイヤ 2 ポートのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# {ip | mac } access-group 
{name | number | in | out}

番号付き ACL または名前付き ACL をレイヤ 2 イ
ンターフェイスに適用します。

ステップ 4 Switch(config)# show running-config アクセス リスト設定を表示します。
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PACL の設定 
Switch(config-ext-macl)# end

レイヤ 2 インターフェイスのアクセス グループ モードの設定

アクセス モードをレイヤ 2 インターフェイス上で設定するには、次の作業を行います。

次の例では、優先ポート モードを使用するようインターフェイスを設定します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Switch(config-if)# access-group mode prefer port

次の例では、マージ モードを使用するようインターフェイスを設定します。

Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Switch(config-if)# access-group mode merge

レイヤ 2 インターフェイスへの ACL の適用

レイヤ 2 インターフェイスに IP ACL および MAC ACL を適用にするには、次の作業のいずれかを
行います。

 

次に、名前付き拡張 IP ACL simple-ip-acl をインターフェイス GigabitEthernet 6/1 入力トラフィック
に適用する例を示します。

Switch# configure t
Switch(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Switch(config-if)# ip access-group simple-ip-acl in

次に、名前付き拡張 MAC ACL simple-mac-acl をインターフェイス GigabitEthernet 6/1 入力トラ
フィックに適用する例を示します。

Switch# configure t
Switch(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Switch(config-if)# mac access-group simple-mac-acl in

コマンド 目的

ステップ 1 Switch# configure t グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Switch(config)# interface interface レイヤ 2 ポートのインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Switch(config-if)# [no] access-group mode 
{prefer port | merge}

このレイヤ 2 インターフェイスのモードを設定し
ます。no プレフィクスは、モードをデフォルト

（マージ）に設定します。

ステップ 4 Switch(config)# show running-config アクセス リスト設定を表示します。

コマンド 目的

Switch(config-if)# ip access-group ip-acl {in | out} IP ACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用します。

Switch(config-if)# mac access-group mac-acl {in | out} MAC ACL をレイヤ 2 インターフェイスに適用します。
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PACL の設定
ポート チャネルへの ACL の適用

ポート チャネルの論理インターフェイスに IP ACL および MAC ACL を適用にするには、次の作
業を行います。

 

次に、名前付き拡張 IP ACL simple-ip-acl をポート チャネル 3 入力トラフィックに適用する例を示
します。

Switch# configure t
Switch(config)# interface port-channel 3
Switch(config-if)# ip access-group simple-ip-acl in

レイヤ 2 インターフェイスの ACL 設定の表示

レイヤ 2 インターフェイス上の ACL 設定の詳細を表示するには、次の作業のいずれかを行いま
す。

 

次に、IP アクセス グループ simple-ip-acl をインターフェイス fa6/1 の入力方向に設定する例を示
します。

Switch# show ip interface fast 6/1
FastEthernet6/1 is up, line protocol is up
  Inbound  access list is simple-ip-acl
  Outgoing access list is not set

次に、MAC アクセス グループ simple-mac-acl をインターフェイス fa6/1 の入力方向に設定する礼
を示します。

Switch# show mac access-group interface fast 6/1
Interface FastEthernet6/1:
   Inbound access-list is simple-mac-acl   
   Outbound access-list is not set

次に、アクセス グループ結合をインターフェイス fa6/1 に設定する例を示します。

Switch# show access-group mode interface fast 6/1
Interface FastEthernet6/1:
   Access group mode is: merge

コマンド 目的

Switch(config-if)# interface port-channel number ポート チャネルのコンフィギュレーション モードを開
始します。

Switch(config-if)# ip access-group ip-acl {in | out} IP ACL をポート チャネル インターフェイスに適用し
ます。

Switch(config-if)# mac access-group mac-acl {in | out} MAC ACL をポート チャネル インターフェイスに適用
します。

コマンド 目的

Switch# show ip access-lists [interface interface-name] インターフェイスの IP アクセス グループ設定を表示
します。

Switch# show mac access-group [interface interface-name] インターフェイスの MAC アクセス グループ設定を表
示します。

Switch# show access-group mode [interface interface-name] インターフェイスのアクセス グループ モード設定を
表示します。
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VACL の設定
ここでは、VACL の設定手順について説明します。

 • VACL の設定の概要（p.43-11）
 • VLAN アクセス マップの定義（p.43-12）
 • VLAN アクセス マップ シーケンスでの match 句の設定（p.43-12）
 • VLAN アクセス マップ シーケンスでの action 句の設定（p.43-13）
 • VLAN アクセス マップの適用（p.43-13）
 • VLAN アクセス マップの設定の確認（p.43-14）
 • VLAN アクセス マップの設定および確認の例（p.43-14）
 • キャプチャ ポートの設定（p.43-15）

VACL の設定の概要

VACL は標準および拡張 Cisco IOS IP と IPX ACL、MAC レイヤ名前付き ACL（「MAC ACL の設
定」[p.36-77] を参照）、および VLAN アクセス マップを使用します。

VLAN アクセス マップは、VLAN または VACL キャプチャのための WAN インターフェイスに適
用されます。WAN インターフェイスに付加された VACL は、標準または拡張 Cisco IOS IP ACL 
のみをサポートします。

各 VLAN アクセス マップは、1 つまたは複数のマップ シーケンスで構成できます。各シーケン
スには match 句と action 句が含まれます。match 句はトラフィック フィルタリング用の IP、IPX、
または MAC ACL を指定します。action 句は一致した場合に実行するアクションを指定します。
フローが許可（permit）ACL エントリと一致した場合、関連付けられたアクションが実行され、
それ以降の残りのシーケンスに対してフローはチェックされません。フローが拒否（deny）ACL 
エントリと一致した場合、同じシーケンス内の次の ACL、または次のシーケンスに対してフロー
がチェックされます。フローがどの ACL エントリとも一致せず、少なくとも 1 つの ACL がその
パケット タイプ用に設定されている場合、パケットは拒否されます。

ブリッジド トラフィックとルーテッド トラフィックの両方にアクセス制御を適用するには、
VACL を単独で使用するか、または VACL と ACL を組み合わせて使用します。VLAN インター
フェイス上で ACL を定義して、入力と出力両方のルーテッド トラフィックに対してアクセス制
御を適用できます。VACL を定義して、ブリッジド トラフィックに対してアクセス制御を適用し
ます。

VACL とともに ACL を使用する場合は、次の点に注意してください。

 • 発信 ACL でのロギングの必要があるパケットは、VACL で拒否された場合、ロギングされま
せん。

 • VACL は NAT 変換前のパケットに適用されます。アクセス制御されなかった変換フローは、
VACL 設定により、変換後にアクセス制御される場合があります。

VACL の action 句には、転送（forward）、ドロップ（drop）、キャプチャ（capture）、またはリダイ
レクト（redirect）を指定できます。トラフィックをロギングすることもできます。WAN イン
ターフェイスに適用された VACL は、リダイレクトまたはログ アクションをサポートしません。

（注） • VACL のマップの 後には、暗黙的な拒否エントリがあります。パケットがどの ACL エント
リとも一致せず、少なくとも 1 つ ACL がそのパケット タイプ用に設定されている場合、パ
ケットは拒否されます。

 • 空または未定義の ACL が VACL 内で指定されている場合、すべてのパケットはこの ACL に
一致し、関連付けられたアクションが実行されます。
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VACL の設定
VLAN アクセス マップの定義

VLAN アクセス マップを定義するには、次の作業を行います。

VLAN アクセス マップを定義する場合、次の情報に注意してください。

 • エントリを追加または変更する場合は、マップのシーケンス番号を指定します。

 • マップのシーケンス番号を指定しないと、番号が自動的に割り当てられます。

 • 各マップ シーケンスには、match 句および action 句をそれぞれ 1 つのみ指定できます。

 • マップ シーケンスを削除する場合は、シーケンス番号を指定して no キーワードを使用しま
す。

 • マップを削除する場合は、シーケンス番号を指定しないで、no キーワードを使用します。

「VLAN アクセス マップの設定および確認の例」（p.43-14）を参照してください。

VLAN アクセス マップ シーケンスでの match 句の設定

VLAN アクセス マップ シーケンスに match 句を設定するには、次の作業を行います。

VLAN アクセス マップ シーケンスに match 句を設定する場合、次の情報に注意してください。

 • 1 つまたは複数の ACL を選択できます。

 • WAN インターフェイスに付加された VACL は、標準または拡張 Cisco IOS IP ACL のみをサ
ポートします。

 • match 句を削除したり、match 句内の特定の ACL を削除したりする場合は、no キーワードを
使用します。

 • 名前付き MAC レイヤ ACL の詳細については、 「MAC ACL の設定」（p.36-77）を参照してく
ださい。

 • Cisco IOS ACL の詳細については、次の URL にある『Cisco IOS Security Configuration Guide』 
Release 12.2 の「Traffic Filtering and Firewalls」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/ftrafwl/index.htm

「VLAN アクセス マップの設定および確認の例」（p.43-14）を参照してください。

コマンド 目的

Router(config)# vlan access-map map_name [0-65535] VLAN アクセス マップを定義します。任意で、VLAN ア
クセス マップのシーケンス番号を指定できます。

Router(config)# no vlan access-map map_name 0-65535 VLAN アクセス マップからマップ シーケンスを削除しま
す。

Router(config)# no vlan access-map map_name VLAN アクセス マップを削除します。

コマンド 目的

Router(config-access-map)# match {ip address {1-199 | 
1300-2699 | acl_name} | ipx address {800-999 | 
acl_name}| mac address acl_name}

VLAN アクセス マップ シーケンスに match 句を設定しま
す。

Router(config-access-map)# no match {ip address 
{1-199 | 1300-2699 | acl_name} | ipx address {800-999 
| acl_name}| mac address acl_name}

VLAN アクセス マップ シーケンスから match 句を削除し
ます。
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VLAN アクセス マップ シーケンスでの action 句の設定

VLAN アクセス マップ シーケンスに action 句を設定するには、次の作業を行います。

VLAN アクセス マップ シーケンスに action 句を設定する場合、次の情報に注意してください。

 • パケットをドロップ、転送、転送してキャプチャ、またはリダイレクトするアクションを設
定できます。

 • WAN インターフェイスに適用される VACL は、転送してキャプチャするアクションのみを
サポートします。WAN インターフェイスに適用された VACL は、ドロップ、転送、または
リダイレクト アクションをサポートしません。

 • 転送されるパケットも、設定済み Cisco IOS セキュリティ ACL の対象になります。

 • capture アクションを指定すると、転送されるパケットのキャプチャ ビットが設定されて、
キャプチャ機能がイネーブルであるポートがパケットを受信できるようになります。キャプ
チャできるのは、転送されたパケットのみです。capture アクションの詳細については、
「キャプチャ ポートの設定」（p.43-15）を参照してください。

 • WAN インターフェイスに適用された VACL は、log アクションをサポートしません。

 • log アクションが指定されている場合、ドロップされたパケットがソフトウェアでロギング
されます。ロギングできるのは、ドロップされた IP パケットだけです。

 • redirect アクションを指定すると、物理インターフェイスまたは EtherChannel のインター
フェイスを 5 つまで指定できます。EtherChannel メンバまたは VLAN インターフェイスにパ
ケットをリダイレクトするように指定することはできません。

 • リダイレクト インターフェイスは、VACL アクセス マップが設定されている VLAN 内に存
在する必要があります。

 • VACL が出力 SPAN 送信元ポートにトラフィックをリダイレクトする場合、SPAN は VACL 
リダイレクト トラフィックをコピーしません。

 • SPAN および RSPAN 宛先ポートは、VACL リダイレクト トラフィックを送信します。

 • action 句を削除するか、または指定されたリダイレクト インターフェイスを削除する場合は、
no キーワードを使用します。

「VLAN アクセス マップの設定および確認の例」（p.43-14）を参照してください。

VLAN アクセス マップの適用

VLAN アクセス マップを適用するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config-access-map)# action {drop [log]} | 
{forward [capture]} | {redirect {{ethernet | 
fastethernet | gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port} | {port-channel channel_id}}

VLAN アクセス マップ シーケンスに action 句を設定しま
す。

Router(config-access-map)# no action {drop [log]} | 
{forward [capture]} | {redirect {{ethernet | 
fastethernet | gigabitethernet | tengigabitethernet} 
slot/port} | {port-channel channel_id}}

VLAN アクセス マップ シーケンスから action 句を削除し
ます。

コマンド 目的

Router(config)# vlan filter map_name {vlan-list 
vlan_list | interface type1 number2} 

指定した VLAN または WAN インターフェイスに VLAN 
アクセス マップを適用します。
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VACL の設定
VLAN アクセス マップを適用する場合、次の情報に注意してください。

 • VLAN アクセス マップは、1 つまたは複数の VLAN または WAN インターフェイスに適用で
きます。

 • vlan_list パラメータには単一の VLAN ID、カンマで区切った VLAN ID のリスト、または 
VLAN ID の範囲（vlan_ID-vlan_ID）を指定できます。

 • VACL が適用された WAN インターフェイスを削除すると、インターフェイス上の VACL 設
定も削除されます。

 • 各 VLAN または WAN インターフェイスには、VLAN アクセス マップを 1 つだけ適用できま
す。

 • VLAN に適用した VACL がアクティブになるのは、レイヤ 3 VLAN インターフェイスが設定
されている VLAN に対してだけです。レイヤ 3 VLAN インターフェイスを持たない VLAN に 
VLAN アクセス マップを適用すると、VLAN アクセス マップをサポートするために、レイヤ 
3 VLAN インターフェイスが、管理上のダウン状態になります。

 • VLAN に適用される VACL は、レイヤ 2 VLAN が存在しないか動作していない場合は非アク
ティブです。

 • セカンダリ プライベート VLAN に VACL を適用することはできません。プライマリ プライ
ベート VLAN に適用された VACL は、セカンダリ プライベート VLAN にも適用されます。

 • VLAN または WAN インターフェイスから VLAN アクセス マップを消去するには、no キー
ワードを使用します。

「VLAN アクセス マップの設定および確認の例」（p.43-14）を参照してください。

VLAN アクセス マップの設定の確認

VLAN アクセス マップの設定を確認するには、次の作業を行います。

VLAN アクセス マップの設定および確認の例

net_10 および any_host という名前の IP ACL が、次のように定義されていると想定します。

Router# show ip access-lists net_10
Extended IP access list net_10
    permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

Router# show ip access-lists any_host
Standard IP access list any_host
    permit any

1. type = pos、atm、または serial

2. number = slot/port または slot/port_adapter/port。サブインターフェイスまたはチャネル グループ ディスクリプタを含むことができます。

コマンド 目的

Router# show vlan access-map [map_name] VLAN アクセス マップの内容を表示して、VLAN アクセ
ス マップの設定を確認します。

Router# show vlan filter [access-map map_name | vlan 
vlan_id | interface type1 number2]

1. type = pos、atm、または serial

2. number = slot/port または slot/port_adapter/port。サブインターフェイスまたはチャネル グループ ディスクリプタを含むことができます。

VACL と VLAN 間のマッピングの内容を表示して、
VLAN アクセス マップの設定を確認します。
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次に、IP パケットを転送するよう、VLAN アクセス マップを定義および適用する例を示します。
この例では、net_10 に一致する IP トラフィックは転送され、それ以外のすべての IP パケットは
デフォルトのドロップ アクションによってドロップされます。このマップは VLAN 12 ～ 16 に適
用されます。

Router(config)# vlan access-map thor 10
Router(config-access-map)# match ip address net_10
Router(config-access-map)# action forward 
Router(config-access-map)# exit 
Router(config)# vlan filter thor vlan-list 12-16 

次に、IP パケットをドロップおよびロギングするよう、VLAN アクセス マップを定義および適
用する例を示します。この例では、net_10 に一致する IP トラフィックはドロップおよびロギング
され、それ以外のすべての IP パケットは転送されます。

Router(config)# vlan access-map ganymede 10
Router(config-access-map)# match ip address net_10
Router(config-access-map)# action drop log
Router(config-access-map)# exit
Router(config)# vlan access-map ganymede 20
Router(config-access-map)# match ip address any_host
Router(config-access-map)# action forward
Router(config-access-map)# exit
Router(config)# vlan filter ganymede vlan-list 7-9 

次に、IP パケットを転送およびキャプチャするよう、VLAN アクセス マップを定義および適用
する例を示します。この例では、net_10 に一致する IP トラフィックは転送およびキャプチャさ
れ、それ以外のすべての IP パケットはドロップされます。

Router(config)# vlan access-map mordred 10 
Router(config-access-map)# match ip address net_10
Router(config-access-map)# action forward capture
Router(config-access-map)# exit
Router(config)# vlan filter mordred vlan-list 2, 4-6 

キャプチャ ポートの設定

VACL でフィルタリングされたトラフィックをキャプチャするよう設定されたポートを、「キャ
プチャ ポート」といいます。

（注） キャプチャされたトラフィックに IEEE 802.1Q または ISL（スイッチ間リンク）タグを適用する
には、キャプチャ ポートで無条件にトランクするように設定します（「ISL または 802.1Q トラン
クとしてのレイヤ 2 スイッチング ポートの設定」[p.13-9] および「DTP を使用しないようにする
ためのレイヤ 2 トランクの設定」[p.13-11] を参照）。

キャプチャ ポートを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} 設定するインターフェイスを指定します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport capture allowed 
vlan {add | all | except | remove} vlan_list

（任意）宛先 VLAN 単位で、キャプチャされたト
ラフィックをフィルタリングします。デフォルト
は、all です。

Router(config-if)# no switchport capture allowed 
vlan 

設定された宛先 VLAN リストを消去して、デ
フォルト値（all）に戻します。
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VACL ロギングの設定
キャプチャ ポートを設定する場合、次の情報に注意してください。

 • 任意のポートをキャプチャ ポートとして設定できます。

 • vlan_list パラメータには単一の VLAN ID、カンマで区切った VLAN ID のリスト、または 
VLAN ID の範囲（vlan_ID-vlan_ID）を指定できます。

 • キャプチャされたトラフィックをカプセル化するには、switchport trunk encapsulation コマ
ンドをキャプチャ ポートに設定してから（「トランクとしてのレイヤ 2 スイッチング ポート
の設定」[p.13-9] を参照）、switchport capture コマンドを入力します。

 • キャプチャされたトラフィックをカプセル化しない場合は、switchport mode access コマンド
をキャプチャ ポートに設定してから（「レイヤ 2 アクセス ポートとしての LAN インターフェ
イスの設定」[p.13-15] を参照）、switchport capture コマンドを入力します。

 • キャプチャ ポートは、出力トラフィックのみをサポートします。トラフィックは、キャプ
チャ ポートからスイッチに入ることができません。

次に、インターフェイス GigabitEthernet 5/1 をキャプチャ ポートとして設定する例を示します。

Router(config)# interface gigabitEthernet 5/1 
Router(config-if)# switchport capture 
Router(config-if)# end

次に、VLAN アクセス マップの情報を表示する例を示します。

Router# show vlan access-map mordred 
Vlan access-map "mordred"  10
        match: ip address net_10
        action: forward capture
Router# 

次に、VACL と VLAN 間のマッピングを表示する例を示します。各 VACL マップについて、マッ
プが設定されている VLAN、およびマップがアクティブである VLAN に関する情報が表示されま
す。VLAN 内にインターフェイスがない場合、VACL は、アクティブになりません。

Router# show vlan filter 
VLAN Map mordred:
        Configured on VLANs:  2,4-6
            Active on VLANs:  2,4-6
Router# 

VACL ロギングの設定
VACL ロギングが設定されているときに、次の状況で IP パケットが拒否されると、ログ メッ
セージが生成されます。

 • 一致する 初のパケットを受信した場合

 • 直前の 5 分間に、一致するパケットを受信した場合

 • 5 分経過する前にしきい値に達した場合

ステップ 3 Router(config-if)# switchport capture VACL フィルタリングされたトラフィックをキャ
プチャするよう、ポートを設定します。

Router(config-if)# no switchport capture インターフェイス上のキャプチャ機能をディセー
ブルにします。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的
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ログ メッセージはフロー単位で生成されます。同じ IP アドレスおよびレイヤ 4（UDP または 
TCP）ポート番号を持つパケットが 1 つのフローと見なされます。ログ メッセージが生成される
と、タイマーおよびパケット カウントがリセットされます。

VACL ロギングには、次の制限事項が適用されます。

 • リダイレクトされたパケットにはレート制限機能が適用されるため、VACL ログ カウンタが
不正確になることがあります。

 • 拒否された IP パケットだけがロギングされます。

VACL ロギングを設定するには、VLAN アクセス マップ サブモードの action drop log コマンド ア
クションを使用し（設定情報については、「PACL の設定」[p.43-7] を参照）、次の作業をグローバ
ル コンフィギュレーション モードで実行して、グローバル VACL ロギング パラメータを指定し
ます。

次に、グローバル VACL ロギングをハードウェア内で設定する例を示します。

Router(config)# vlan access-log maxflow 800 
Router(config)# vlan access-log ratelimit 2200 
Router(config)# vlan access-log threshold 4000 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# vlan access-log maxflow 
max_number 

ログ テーブルのサイズを設定します。maxflow の
値を 0 に設定すると、ログ テーブルの内容を削
除できます。デフォルトは 500、有効範囲は 0 ～ 
2048 です。ログ テーブルがフルになると、新し
いフローのパケットがロギングされても、ソフト
ウェアによってドロップされます。

ステップ 2 Router(config)# vlan access-log ratelimit pps VACL ログ パケットの 大リダイレクト速度を
設定します。デフォルトのパケット転送速度は 
2000 パケット / 秒、有効範囲は 0 ～ 5000 です。
制限を超えたパケットは、ハードウェアによって
ドロップされます。

ステップ 3 Router(config)# vlan access-log threshold 
pkt_count 

ロギングしきい値を設定します。5 分経過する前
にフローのしきい値に達すると、ログ メッセー
ジが生成されます。デフォルトでは、しきい値は
設定されていません。

ステップ 4 Router(config)# 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。

ステップ 5 Router# show vlan access-log config （任意）設定された VACL ロギング プロパティを
表示します。

ステップ 6 Router# show vlan access-log flow protocol 
{{src_addr src_mask} | any | {host {hostname | 
host_ip}}} {{dst_addr dst_mask} | any | {host 
{hostname | host_ip}}}
[vlan vlan_id] 

（任意）VACL ログ テーブルの内容を表示しま
す。

ステップ 7 Router# show vlan access-log statistics （任意）パケット数、メッセージ数などの統計情
報を表示します。
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VACL ロギングの設定
43-18
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



Cisco
OL-13013-03-J
C H A P T E R44

DoS からの保護の設定

この章では、スイッチを DoS 攻撃から保護する手順について説明します。この章で説明する内容
は Cisco IOS Software Release 12.2SX に固有のものであり、このマニュアルの「ネットワーク セ
キュリティの設定」の章で説明するネットワーク セキュリティ情報とその手順、および以下のマ
ニュアルでのネットワーク セキュリティ情報とその手順を補完します。

 • 次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_c/index.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.2
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fsecur_r/index.htm

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • DoS 攻撃からの保護の概要（p.44-1）
 • DoS 攻撃から保護するためのデフォルト設定（p.44-13）
 • DoS 攻撃からの保護における設定時の注意事項および制約事項（p.44-13）
 • sticky ARP の設定（p.44-18）

DoS 攻撃からの保護の概要
ここでは、DoS 攻撃に対して有効な対処方法についての情報を説明し、その設定例を示します。
PFC3 は、次の方法を使用して、DoS 攻撃に対する多層防御を実現します。

 • CPU レート リミッタ — トラフィックの種類を制御します。

 • CoPP — コントロール プレーンのトラフィックをフィルタリングおよびレート制限します。
CoPP の詳細については、第 45 章「CoPP の設定」を参照してください。

ここでは、DoS 攻撃からの保護について説明します。

 • セキュリティ ACL および VACL（p.44-2）
 • QoS レート制限（p.44-3）
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 • uRPF チェック（p.44-3）
 • トラフィック ストーム制御（p.44-4）
 • SYN 攻撃を受けたネットワーク（p.44-4）
 • ARP ポリシング（p.44-5）
 • 推奨されるレート リミッタ設定（p.44-5）
 • PFC3 のハードウェア ベース レート リミッタ（p.44-6）

 – 入出力 ACL ブリッジド パケット（ユニキャストのみ）（p.44-6）
 – uRPF チェックの失敗（p.44-7）
 – TTL 失敗（p.44-7）
 – ICMP 到達不能（ユニキャストのみ）（p.44-8）
 – FIB（CEF）受信（ユニキャストのみ）（p.44-8）
 – FIB 収集（ユニキャストのみ）（p.44-8）
 – レイヤ 3 セキュリティ機能（ユニキャストのみ）（p.44-9）
 – ICMP リダイレクト（ユニキャストのみ）（p.44-9）
 – VACL ログ（ユニキャストのみ）（p.44-9）
 – MTU 失敗（p.44-9）
 – レイヤ 2 PDU（p.44-10）
 – レイヤ 2 プロトコル トンネリング（p.44-10）
 – IP エラー（p.44-10）
 – レイヤ 2 マルチキャスト IGMP スヌーピング（p.44-9）
 – IPv4 マルチキャスト（p.44-10）
 – IPv6 マルチキャスト（p.44-11）

セキュリティ ACL および VACL
ネットワークが実際に DoS 攻撃を受けた場合は、ターゲットに到達する前に DoS パケットをド
ロップするための有効な手段として、ACL を使用できます。セキュリティ ACL は、特定のホス
トから攻撃が検出されたときに使用します。

次の例では、ホスト 10.1.1.10 と、このホストからのすべてのトラフィックを拒否します。

Router(config)# access-list 101 deny ip host 10.1.1.10 any
Router(config)# access-list 101 permit ip any any

また、セキュリティ ACL はアドレスのスプーフィングも防止します。たとえば、ネットワーク
の内側、およびインターネットをポイントするスイッチインターフェイスの内側に、A という送
信元アドレスがあるとします。この場合は、スイッチのインターネット インターフェイスに、送
信元 A（内部アドレス）からのすべてのアドレスを拒否する入力 ACL を適用します。これで、
内部のこの送信元アドレスを偽装する攻撃を防止できます。このようなパケットがスイッチイン
ターフェイスに到達すると、このパケットは ACL と一致するため、被害が発生する前にドロッ
プされます。

スイッチとともに Cisco Intrusion Detection Module（CIDM）を使用すると、検知エンジンが攻撃
を検知した時点で、セキュリティ ACL をダイナミックにインストールできます。

VACL は、レイヤ 2、レイヤ 3、およびレイヤ 4 情報に基づくセキュリティ強化ツールです。
VACL によるパケット検索の結果は、許可（permit）、拒否（deny）、許可およびキャプチャ

（permit and capture）、またはリダイレクト（redirect）のいずれかになります。VACL を特定の 
VLAN に関連付けると、トラフィックがこの VLAN に許可されるには、すべてのトラフィックが 
VACL によって許可されなければならなくなります。VACL はハードウェア内で適用されます。
したがって VLAN に VACL を適用しても、パフォーマンス ペナルティは発生しません。
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QoS レート制限

QoS ACL は、RP によって処理される、特定の種類のトラフィックの量を制限します。RP に対し
て DoS 攻撃が開始されると、QoS ACL は DoS トラフィックが RP データ パスに到達し、輻輳を
防ぎます。PFC3 は QoS をハードウェア内で実行します。この仕組みは、DoS トラフィックを制
限して（DoS トラフィックの検知後）、スイッチが RP に影響を与えることを防ぐ上で効果的で
す。

たとえば、ネットワークが ping-of-death や SMURF アタックなどを受けた場合、管理者はこの 
DoS 攻撃に対処するため ICMP トラフィックをレート制限する必要がありますが、同時に正規の
トラフィックのプロセッサ処理、または RP やホストへの転送を許可する必要があります。この
レート制限は、レート制限の必要な個々のフローに設定し、レート制限ポリシー アクションをイ
ンターフェイスに適用する必要があります。

次の例に示すアクセス リスト 101 は、すべての送信元からすべての宛先にトラフィックとして流
れる ping（エコー）ICMP メッセージを許可および識別します。ポリシー マップ内では、ポリ
シー ルールによって指定の Committed Information Rate（CIR; 認定情報速度）およびバースト値
（96000 bps、16000 bps）を定義し、シャーシを通過する ping（ICMP）トラフィックをレート制限
します。このポリシー マップは、インターフェイスまたは VLAN に適用されます。ping トラ
フィックがポリシー マップの適用された VLAN またはインターフェイスで指定のレートを超え
ると、このトラフィックはマークダウン マップに従ってドロップされます（この例では、通常の
バースト設定に対するマークダウン マップは掲載していません）。

Router(config)# access-list 101 permit icmp any any echo
Router(config)# class-map match-any icmp_class
Router(config-cmap)# match access-group 101
Router(config-cmap)# exit
Router(config)# policy-map icmp_policer
Router(config-pmap)# class icmp_class
Router(config-pmap-c)# police 96000 16000 conform-action transmit exceed-action 
policed-dscp-transmit drop
Router(config-pmap-c)# exit
Router(config-pmap)# exit

uRPF チェック

unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）チェックをイネーブルにすると、スプーフィングされた 
IP 送信元アドレスなど、確認可能な送信元 IP アドレスを持たないパケットが廃棄されます。送
信元アドレスと、これが受信されたインターフェイスとが、Switch Processor（SP; スイッチ プロ
セッサ）の FIB テーブルと一致しているかどうかを確認するには、Cisco Express Forwarding
（CEF）テーブルが使用されます。

インターフェイス上で uRPF チェックをイネーブルにすると（VLAN 単位）、受信パケットは逆引
き参照によって CEF テーブルと比較されます。いずれかのリバース パス ルートから受信された
パケットは転送されます。受信パケットに対し、インターフェイス上にリバース パス ルートが 1 
つも存在しない場合は、このパケットは uRPF チェックに失敗したことになります。このパケッ
トは、uRPF チェックに失敗したトラフィックに ACL が適用されるかどうかに応じてドロップま
たは転送されます。CEF テーブルに ACL が指定されていない場合は、偽装パケットはただちに
ドロップされます。

uRPF チェックの ACL は、uRPF チェックに失敗したパケットにのみ指定できます。この ACL は、
パケットをただちにドロップするか、または転送するかをチェックします。ACL による uRPF 
チェックは、ハードウェア内の PFC3 ではサポートされません。uRPF ACL で拒否されたパケッ
トは、ハードウェア内で転送されます。許可されたパケットは CPU に送信されます。

uRPF チェックはハードウェア内でサポートされます。ただし、uRPF チェックに失敗し、適用さ
れた ACL によって転送されるすべてのパケットは、RP に送信およびレート制限され、ICMP 到
達不能メッセージを生成します。これらの動作は、すべてソフトウェアによって制御されます。
ハードウェアでの uRPF チェックは、 大 2 つのリターン パス（インターフェイス）を持つルー
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トに対してサポートされ、インターフェイス グループが設定された場合は 大 6 つのリターン 
パス（2 つは FIB テーブルから、4 つはインターフェイス グループから）を持つルートに対して
サポートされます。

トラフィック ストーム制御

トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングする場合に発生するもので、過剰
なトラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィック ストー
ム制御機能は、ネットワーク設定の誤り、またはユーザによる DoS 攻撃の開始が原因となり、物
理インターフェイス上のブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニキャスト トラフィック 
ストームによって LAN ポートが中断されるのを防ぎます。トラフィック ストーム制御（トラ
フィック抑制とも呼ぶ）は、1 秒間のトラフィック ストーム制御インターバルにおいて受信する
トラフィックのレベルをモニタします。このインターバルの間、設定済みのトラフィック ストー
ム制御レベルに対し、トラフィック レベルが比較されます。トラフィック ストーム制御レベル
は、ポートの利用可能な帯域幅全体に対するパーセンテージです。各ポートには、すべてのタイ
プのトラフィック（ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト）用に使用されて
いる単一のトラフィック ストーム制御レベルがあります。

トラフィック ストーム制御はインターフェイスに対して設定され、デフォルトではディセーブル
にされています。次の設定例では、インターフェイス FastEthernet 2/3 上で、レベル 20% のブロー
ドキャスト アドレス ストーム制御をイネーブルにしています。1 秒間のトラフィック ストーム
制御インターバルで、ブロードキャスト トラフィックが、設定されたレベルであるポートの有効
帯域幅合計の 20% を超えると、このトラフィック ストーム制御インターバルが終了するまで、
すべてのブロードキャスト トラフィックがドロップされます。

Router(config-if)# storm-control broadcast level 20

スイッチは、すべての LAN ポートでブロードキャスト ストーム制御をサポートし、ギガビット 
イーサネット ポートではユニキャスト ストーム制御をサポートします。

2 つまたは 3 つの抑制モードを同時に設定する場合は、同じレベル設定が共有されます。ブロー
ドキャスト抑制をイネーブルにした場合に、マルチキャスト抑制もイネーブルにし、そのしきい
値を 70% に設定すると、ブロードキャスト抑制にもこの 70% の設定が適用されます。

SYN 攻撃を受けたネットワーク

SYN 攻撃を受けたネットワークは、簡単に見分けることができます。ターゲット ホストは極端
に低速になるか、クラッシュするか、または処理が中断されます。ターゲット ホストから返され
たトラフィックによって RP に問題が生じることもあります。これは、リターン トラフィック
が、元のパケットからランダムに抽出された送信元アドレスに送信され、「本物」の IP トラ
フィックのローカル性が失われることで、ルート キャッシュまたは CEF テーブルでオーバーフ
ローが生じる可能性があるためです。

ネットワークが SYN 攻撃を受けると、TCP インターセプト機能がアグレッシブな防御モードに
変わります。スイッチ上でアグレッシブな動作が開始および終了するタイミングは、次の 2 つの
要素によって決定されます。

 • 未完了接続の合計数

 • 後の 1 分間のサンプリング期間における接続要求数

両方の要素には、 小値と 大値の両方を設定します。

未完了接続の数が 1,100 を超えると、または 後の 1 分間の接続数が 1,100 に達すると、新たな接
続が確立されるたびに、 も古い部分接続（ランダム接続）が削除されるようになります。これ
はデフォルト値であり、変更できます。いずれかのしきい値が超過すると、サーバが攻撃を受け
たとみなされ、TCP インターセプト機能はアグレッシブ モードに変わり、以下が行われます。

 • 新たに接続が確立するたびに、 も古い部分接続（ランダムな部分接続）が削除されます。
44-4
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 44 章      DoS からの保護の設定
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 • 初の再送信タイムアウトが半減されて 0.5 秒となり、この結果、接続の確立を試みる合計
時間も半減します。

 • ウォッチ モードでは、ウォッチ タイムアウトも半減されます。

（注） 設定した 小値を両方のしきい値が下回ると、アグレッシブ モードは終了します（デ
フォルト値はいずれも 900）。

TCP フローは、PFC3 においてハードウェア補助される機能です。

ARP ポリシング

悪意あるユーザが攻撃を仕掛ける際、ルーティング プロトコルや ARP パケットなどの制御パ
ケットによって、RP CPU を過負荷にしようと試みる場合があります。このような特殊な制御パ
ケットは、特定のルーティング プロトコルおよび ARP ポリシング機能によって、ハードウェア
でレート制限することができます。これは、mls qos protocol コマンドによって設定します。RIP、
BGP、LDP、OSPF、IS-IS、IGRP、EIGRP といったルーティング プロトコルがサポートされま
す。たとえば mls qos protocol arp police 32000 というコマンドは、ARP パケットをハードウェア
内で 32,000 bps にレート制限します。このポリシング機能は、ラインレート ARP 攻撃などの攻撃
から RP CPU を効果的に保護しますが、スイッチへのルーティング プロトコルおよび ARP パ
ケットのポリシングだけにとどまらず、CoPP より低い粒度で機器を通過するトラフィックもポ
リシングします。

ポリシング メカニズムは、ポリシング回避メカニズムとルート設定を共有します。ポリシング回
避メカニズムは、QoS ポリサーに到達したルーティング プロトコルおよび ARP パケットに対し、
ネットワークの通過を許可します。このメカニズムを設定するには、mls qos protocol protocol 
pass-through コマンドを使用します。

次の例では、ARP ポリシングで使用可能なプロトコルを一覧表示する方法を示します。

Router(config)# mls qos protocol ?
  isis           
  eigrp          
  ldp            
  ospf           
  rip            
  bgp            
  ospfv3         
  bgpv2          
  ripng          
  neigh-discover 
  wlccp          
  arp            

次の例では、mls qos protocol arp コマンドで使用可能なキーワードを一覧表示する例を示しま
す。

Router(config)# mls qos protocol arp ? 
  pass-through  pass-through keyword
  police        police keyword
  precedence    change ip-precedence(used to map the dscp to cos value)

推奨されるレート リミッタ設定

レート リミッタは、次のように設定することを推奨します。

 • DoS 攻撃で使用される可能性が も高い種類のトラフィックに対し、レート リミッタをイ
ネーブルにします。

 • VACL ロギングを設定していない場合は、VACL ロギングにレート リミッタを使用しないで
ください。
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 • リダイレクトをディセーブルにします。

 • 到達不能をディセーブルにします。

 • すべてのインターフェイスの MTU が同じである場合は、MTU レート リミッタをイネーブル
にしないでください。

 • レイヤ 2 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）レート リミッタを設定する場
合は、次の点に注意してください。

 – 有効な PDU の予測値（可能な値）を計算し、この値を 2 倍または 3 倍にします。

 – PDU には、BPDU、DTP、VTP、PAgP、LACP、UDLD などが含まれます。

 – 各レート リミッタは、正しいフレーム（good frame）と不正なフレーム（bad frame）を
区別しません。

PFC3 のハードウェア ベース レート リミッタ

PFC3 では、ハードウェア ベースのレート リミッタを追加で使用できます。PFC3 は、新たな
レート リミッタに対応する 8 つのレート リミッタ レジスタを備えています。これらはすべて、
スイッチ上でグローバルに設定します。これらのレート リミッタ レジスタはレイヤ 3 転送エン
ジン（PFC）上にあり、使用可能な様々な設定済みレート リミッタと一致した各パケットに関す
る、レート制限情報の格納を行います。

8 つのレート リミッタ レジスタは、PFC3 に実装されているため、異なる複数のレート制限シナ
リオで、同一レジスタが強制的に共有される場合もあります。各レジスタは、先着順に割り当て
られます。すべてのレジスタが使用されている場合、もう 1 つのレート リミッタを新たに設定す
る唯一の方法は、いずれか 1 つのレジスタを解放することです。

PFC3 で使用可能なハードウェア ベースのレート リミッタは、次のとおりです。

 • 入力および出力 ACL ブリッジド パケット

 • uRPF チェックの失敗

 • FIB 受信

 • FIB 収集

 • レイヤ 3 セキュリティ機能

 • ICMP リダイレクト

 • ICMP 到達不能（ACL ドロップ）

 • ルートなし（FIB 不一致）

 • VACL ログ

 • TTL 失敗

 • MTU 失敗

 • マルチキャスト IPv4
 • マルチキャスト IPv6

入出力 ACL ブリッジド パケット（ユニキャストのみ）

このレート リミッタは、入出力 ACL ブリッジの結果として RP に送信されたパケットをレート制
限します。スイッチはこの機能を実現するため、TCAM ブリッジの結果を表す既存および新規の 
ACL TCAM エントリを、RP をポイントするレイヤ 3 リダイレクトの結果に変更します。TCAM 
エントリが、変更したレイヤ 3 リダイレクト レート制限の結果と一致するパケットは、ネット
ワーク管理者が CLI で設定した指示に従ってレート制限されます。入力値および出力値は、いず
れも同一のレート リミッタ レジスタを共有するため、同じ値となります。ACL ブリッジの入出
力レート制限をディセーブルにすると、レイヤ 3 リダイレクトによるレート制限の結果は、ブ
リッジの結果に変換されます。
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入力または出力 ACL ブリッジド パケットのレート制限は、1 つのレート リミッタ レジスタを共
有します。この機能をオンにすると、入力および出力 ACL にはいずれも、同じレート リミッタ
値が使用されます。

バースト値は、1 度のバーストで許可されるパケット数を制限します。許可される個々のパケッ
トは、それぞれ 1 つのトークンを使用します。1 つのパケットに対し 1 つのトークンが使用可能
である必要があります。1 ミリ秒ごとに 1 つのトークンが生成されます。パケットが送られて来
ないと、トークンは 大バースト値まで蓄積されます。たとえば、バースト値を 50 に設定して
いる場合は、スイッチは 大 50 のトークンを蓄積でき、50 パケットのバーストを吸収できます。

次の例では、入力 ACL ブリッジの結果からのユニキャスト パケットを 50000 pps（パケット / 秒）
に制限し、バースト値を 50 に制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast acl input 50000 50

次の例では、入力 ACL ブリッジの結果からのユニキャスト パケットを、出力 ACL ブリッジの結
果と同じレート（50000 pps、バースト値 50）に制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast acl output 50000 50

入力または出力のいずれかでレート リミッタの値が変更されると（両方がイネーブルになってい
る場合）、両方の値が新しい値に変更されます。次の例では、出力レートが 40000 pps に変更され
ます。

Router(config)# mls rate-limit unicast acl output 40000 50

show mls rate-limit コマンドを入力すると、ACL ブリッジド入力（ACL BRIDGED IN）および出
力（ACL BRIDGED OUT）の値がどちらも 40000 pps に変わっていることを確認できます。

Router# show mls rate-limit
  Rate Limiter Type       Status      Packets/s   Burst
---------------------   ----------    ---------   -----
MCAST NON RPF           Off           -           -
MCAST DFLT ADJ          On            100000      100
MCAST DIRECT CON        Off           -           -
ACL BRIDGED IN          On            40000       50
ACL BRIDGED OUT         On            40000       50
IP FEATURES             Off  
… 

uRPF チェックの失敗

uRPF チェック失敗のレート リミッタを使用すると、uRPF チェックに失敗したために RP に送信
する必要のあるパケットのレートを設定できます。uRPF チェックは、インターフェイスの受信
したパケットが有効な送信元からのものであるかどうかを検証する機能です。これにより、偽装
アドレスを使用するユーザからの DoS 攻撃の潜在的な脅威を 小にできます。uRPF チェックに
失敗した偽装パケットは、RP に送信されることがあります。uRPF チェック レート リミッタを
使用すると、uRPF チェックの失敗が発生した場合に、RP CPU にブリッジされる 1 秒あたりのパ
ケット数をレート制限できます。

次の例では、uRPF チェックに失敗し、RP に送信されるパケットを、100000 pps およびバースト 
パケット 100 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip rpf-failure 100000 100

TTL 失敗

このレート リミッタは、Time to Live（TTL）チェックに失敗したために RP に送信されるパケッ
トをレート制限します。次の例の all キーワードからもわかるように、このレート リミッタはマ
ルチキャストおよびユニキャスト トラフィックの両方に適用されます。

（注） TTL 失敗のレート リミッタは、IPv6 マルチキャストではサポートされません。
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DoS 攻撃からの保護の概要
次の例では、TTL に失敗したパケットを 70000 pps、およびバースト値 150 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit all ttl-failure 70000 150 

ICMP 到達不能（ユニキャストのみ）

ICMP 到達不能攻撃では、攻撃対象の装置（この場合は RP）からは到達できない宛先アドレスを
持つパケットを大量に送りつけることで、この装置を過負荷にします。ICMP 到達不能レート リ
ミッタを使用すると、到達不能なアドレスを持ち、RP に送信されるパケットをレート制限でき
ます。

次の例では、ACL ドロップによって RP に送信されるパケットを、10000 pps およびバースト値 
100 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip icmp unreachable acl-drop 10000 100

次の例では、FIB との不一致によって到達不能 ICMP メッセージの生成が必要となるパケットを、
80000 pps およびバースト値 70 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip icmp unreachable no-route 80000 70

ICMP 到達不能（ルートなし）、ICMP 到達不能（ACL ドロップ）、IP エラー、および IP RPF 失敗
の 4 つのレート リミッタは、同一のレート リミッタ レジスタを共有します。このいずれかのリ
ミッタをイネーブルにすると、4 つのリミッタすべては同じ値を共有し、状況によっては同じ状
態を共有します（ON/ON/ON など）。レート リミッタの内容を確認すると、このレジスタのメン
バが別の機能の設定によってイネーブルにされている場合は、ステータスは ON ではなく 
ON-Sharing と表示されます。ただし、TTL 失敗のレート リミッタは例外です。この機能を手動
でイネーブルにしている場合は、この値はレジスタ内の他のメンバと同じ値を共有します。

FIB（CEF）受信（ユニキャストのみ）

FIB 受信レート リミッタの機能は、宛先アドレスとして RP IP を保持するすべてのパケットを
レート制限することです。レート リミッタは、正しいフレーム（good frame）と不正なフレーム

（bad frame）を区別しません。

（注） CoPP を使用する場合は、FIB 受信レート リミッタをイネーブルにしないでください。FIB 受信
レート リミッタは、CoPP ポリシーを上書きします。

次の例では、トラフィックを 25000 pps、およびバースト値 60 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast cef receive 25000 60

FIB 収集（ユニキャストのみ）

FIB 収集レート リミッタは ARP トラフィックを制限しません。しかし、アドレス解決（ARP）を
必要とし、RP に送信されるトラフィックをレート制限する機能を備えます。この状況は、ポー
トに送られたトラフィックに含まれるホスト アドレスが、RP にローカル接続されているサブ
ネット上のアドレスであり、この宛先ホストに対する ARP エントリが存在しない場合に発生し
ます。この場合、この宛先ホストの MAC アドレスに対しては、直接接続されているサブネット
が不明であるため、このサブネット上のどのホストからも回答がありません。したがって、
[glean] 隣接が該当し、トラフィックは RP に直接送られ、ここで ARP 解決が行われます。この
レート リミッタは、このような ARP 要求によって CPU を過負荷にする攻撃の可能性を制限しま
す。

次の例では、RP に送信されるトラフィックを 20000 pps、およびバースト値 60 に制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast cef glean 20000 60
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レイヤ 3 セキュリティ機能（ユニキャストのみ）

いくつかのセキュリティ機能では、パケットはまず RP に送信されてから処理されます。このよ
うなセキュリティ機能では、RP に送信されるパケットの数をレート制限することで、過負荷の
可能性を抑える必要があります。これは、認証プロキシ（auth-proxy）、IPSEC、検査などのセ
キュリティ機能です。

認証プロキシは、入力ユーザまたは出力ユーザ、またはその両方の認証に使用されます。通常こ
れらのユーザはアクセス リストによってブロックされますが、認証プロキシを使用すると、ユー
ザはブラウザを開いてファイアウォールを通過し、IP アドレスに基づき Terminal Access 
Controller Access Control System Plus（TACACS+）または RADIUS サーバの認証を受けることがで
きます。このサーバは追加のアクセス リスト エントリをスイッチに渡し、認証を受けたユーザ
の通過を許可します。これらの ACL はソフトウェア内で保存および処理されます。このため、
認証プロキシを使用するユーザ数が多すぎると、RP が過負荷になる恐れがあります。このよう
な場合にレート制限を行うと効果的です。

IP セキュリティ および検査も RP によって実行されるので、状況によってはレート制限が必要で
す。レイヤ 3 セキュリティ機能レート リミッタをイネーブルにすると、認証プロキシ、IP セキュ
リティ、および検証すべてが同時にイネーブルになります。

次の例では、RP のセキュリティ機能を 100000 pps、およびバースト値 10 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip features 100000 10

ICMP リダイレクト（ユニキャストのみ）

ICMP リダイレクト レート リミッタを使用すると、ICMP トラフィックをレート制限できます。
たとえば、 適化されていないスイッチを経由してホストがパケットを送信すると、RP はこの
ホストに対し、送信パスを修正するように ICMP リダイレクト メッセージを送信します。このト
ラフィックが連続的に発生する場合、レート制限を行わないと、RP は ICMP リダイレクト メッ
セージを連続的に生成します。

次の例では、ICMP リダイレクトを 20000 pps、およびバースト パケット 20 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip icmp redirect 20000 20

VACL ログ（ユニキャストのみ）

VLAN-ACL ロギングの結果によって RP に送信されたパケットをレート制限すると、ロギング タ
スクによって CPU が過負荷になることを防止できます。VACL はハードウェア処理されますが、
RP によるロギングが行われます。スイッチで VACL ロギングを設定しておくと、VACL で拒否
された IP パケットに対するログ メッセージが生成されます。

次の例では、ロギング要求を 5000 pps（このレート リミッタの有効範囲は 10 ～ 5000 pps）に制限
します。

Router(config)# mls rate-limit unicast acl vacl-log 5000

MTU 失敗

MTU 失敗のレート リミッタは TTL 失敗のレート リミッタと似ており、ユニキャストおよびマル
チキャスト トラフィックの両方でサポートされます。MTU チェックに失敗したパケットは、RP 
CPU に送信されます。これにより、RP が過負荷になることがあります。

次の例では、MTU チェックに失敗し、RP に送信されるパケットを、10000 pps およびバースト値 
10 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit all mtu 10000 10

レイヤ 2 マルチキャスト IGMP スヌーピング

Internet Group Management Protocol（IGMP）スヌーピング レート リミッタは、SP 宛てのレイヤ 2 
IGMP パケットの数を制限します。IGMP スヌーピングは、ホストとスイッチ間の IGMP メッ
セージを傍受します。スイッチが truncated モードで動作している場合は、レイヤ 2 PDU レート 
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リミッタはイネーブルにできません。ファブリック対応モジュールとファブリック非対応モ
ジュールの両方が搭載されている場合、スイッチはファブリック モジュール間のトラフィックに 
truncated モードを使用します。このモードでは、スイッチはスイッチ ファブリック チャネルを
通じて、切り捨てた形のトラフィック（フレームの初めの 64 バイト）を送信します。

次の例では、IGMP スヌーピング トラフィックをレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 igmp 20000 40

レイヤ 2 PDU

レイヤ 2 PDU レート リミッタを使用すると、RP CPU ではなく SP 宛てに送信されたレイヤ 2 PDU 
プロトコル パケット（BPDU、DTP、PAgP、CDP、STP、および VTP パケット）の数をレート制
限できます。スイッチが truncated モードで動作している場合は、レイヤ 2 PDU レート リミッタ
はイネーブルにできません。ファブリック対応モジュールとファブリック非対応モジュールの両
方が搭載されている場合、スイッチはファブリック モジュール間のトラフィックに truncated 
モードを使用します。このモードでは、スイッチはスイッチ ファブリック チャネルを通じて、
切り捨てた形のトラフィック（フレームの初めの 64 バイト）を送信します。

次の例では、レイヤ 2 PDU を 20000 pps、およびバースト パケット 20 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit layer2 pdu 20000 20

レイヤ 2 プロトコル トンネリング

このレート リミッタは、SP 宛てのレイヤ 2 プロトコル トンネリング パケット（制御 PDU、
CDP、STP、および VTP パケット）をレート制限します。これらのパケットはソフトウェアに
よってカプセル化（PDU 内の宛先 MAC アドレスを書き換え）されてから、専用のマルチキャス
ト アドレス（01-00-0c-cd-cd-d0）に転送されます。スイッチが truncated モードで動作している場
合は、レイヤ 2 PDU レート リミッタはイネーブルにできません。ファブリック対応モジュール
とファブリック非対応モジュールの両方が搭載されている場合、スイッチはファブリック モ
ジュール間のトラフィックに truncated モードを使用します。このモードでは、スイッチはスイッ
チ ファブリック チャネルを通じて、切り捨てた形のトラフィック（フレームの初めの 64 バイ
ト）を送信します。

次の例では、レイヤ 2 プロトコル トンネリング パケットを 10000 pps、およびバースト パケット 
10 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit layer2 l2pt 10000 10

IP エラー

このレート リミッタは、IP チェックサム エラーおよび長さのエラーが生じたパケットを制限し
ます。PFC3 に到達したパケットで、IP チェックサム エラーまたは長さの整合性エラーが発生し
ている場合は、このパケットは追加処理のために RP に送信される必要があります。このように
形式に誤りのあるパケットは、攻撃者によって DoS 攻撃の実行に悪用されることがありますが、
ネットワーク管理者はこのようなパケットのレートを設定することで、制御パスを保護できま
す。

次の例では、RP に送信される IP エラーの生じたパケットを、1000 pps、およびバースト パケッ
ト 20 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit unicast ip errors 1000 20

IPv4 マルチキャスト

このレート リミッタは、IPv4 マルチキャスト パケットを制限します。このレート リミッタでは、
ハードウェア内のデータ パスから、ソフトウェア内のデータ パスまで送信されたパケットを
レート制限できます。これを使用することで、ソフトウェア内の制御パスが輻輳することを防止
し、設定したレートを超えたトラフィックをドロップできます。IPv4 マルチキャスト レート リ
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ミッタは、設定可能な 3 つのレート リミッタから構成されます。FIB 不一致に対するレート リ
ミッタ、マルチキャストで部分的にスイッチされるフローのレート リミッタ、およびマルチキャ
スト直接接続レート リミッタです。

FIB 不一致に対するレート リミッタを使用すると、mroute テーブル内のエントリと一致しないマ
ルチキャスト トラフィックをレート制限できます。

部分的にスイッチされたフローに対するレート リミッタを使用すると、転送および複製のために 
RP 宛てに送信されるフローをレート制限できます。マルチキャスト トラフィック フローにおい
て、少なくとも 1 つの発信レイヤ 3 インターフェイスが多層的にスイッチングされ、少なくとも 
1 つの発信インターフェイスが多層的にスイッチングされていない場合（ハードウェア スイッチ
の H ビットが設定されていない）は、このフローは部分的にスイッチングされたフロー、つまり
パーシャル SC（パーシャル ショートカット）とみなされます。H ビット フラグが設定された発
信インターフェイスはハードウェア内でスイッチングされ、残りのトラフィックは RP により、
ソフトウェア内でスイッチングされます。このため、転送および複製のために RP に送信される
フローをレート制限することを推奨します。レート制限をしないと、このフローによって CPU 
の稼働率が高くなる可能性があります。

マルチキャスト直接接続レート リミッタは、直接接続された送信元からのマルチキャスト パ
ケットを制限します。

次の例では、マルチキャスト パケットを 30000 pps、およびバースト値 30 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 connected 30000 30

ip-option キーワード、および ip-option レート リミッタは、PFC3A モードではサポートされませ
ん。

次の例では、uRPF チェックに失敗した IPv4 マルチキャスト パケットのレート制限を設定する方
法を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 non-rpf 100

次の例では、マルチキャスト FIB 不一致パケットを 10000 pps、およびバースト値 10 にレート制
限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 fib-miss 10000 10

次の例では、パーシャル ショートカット フローを 20000 pps、およびバースト パケット 20 にレー
ト制限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 partial 20000 20

次の例では、マルチキャスト パケットを 30000 pps、およびバースト値 20 にレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 connected 30000 20

次の例では、IGMP スヌーピング トラフィックをレート制限します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv4 igmp 20000 40

IPv6 マルチキャスト

このレート リミッタは、IPv6 マルチキャスト パケットをレート制限します。表 44-1 は、IPv6 
レート リミッタの一覧、および各レート リミッタが対応するトラフィック クラスを示します。

表 44-1 IPv6 レート リミッタ 

レート リミッタ レート制限するトラフィック クラス

接続済み 直接接続された送信元トラフィック

デフォルト ドロップ * (*, G/m) SSM
* (*, G/m) SSM non-rpf
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IPv6 マルチキャスト トラフィックのレート リミッタを設定するには、次のいずれかの方法を使
用できます。

 • レート リミッタをトラフィック クラスに直接関連付け — レートを選択して、このレートを
レート リミッタに関連付けます。次の例では、1000 pps および 20 バースト パケットを選択
して、このレートをデフォルト ドロップ（default-drop）レート リミッタに関連付けます。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 default-drop 1000 20

 • レート リミッタを、設定済みの別のレート リミッタとスタティックに共有 — 隣接関係に基
づくレート リミッタが十分に確保できない場合は、すでに設定されたレート リミッタ（ター
ゲット レート リミッタ）とレート リミッタを共有できます。次の例では、ルート制御

（route-cntl）レート リミッタを、デフォルト ドロップ（default-drop）ターゲット レート リ
ミッタと共有します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share default-drop

ターゲット レート リミッタが未設定の場合は、ターゲット レート リミッタを別のレート リ
ミッタと共有するには、ターゲット レート リミッタが設定されている必要があることを通知
するメッセージが表示されます。

 • レート リミッタをダイナミックに共有 — どのレート リミッタを共有すべきか判断しにくい
場合は、share auto キーワードを使用して、ダイナミック共有をイネーブルにします。ダイ
ナミック共有をイネーブルにすると、事前設定されたレート リミッタが選択され、このレー
ト リミッタが指定のレート リミッタと共有されます。次の例では、ルート制御（route-cntrl）
レート リミッタに対してダイナミック共有を選択します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share auto

次の例では、直接接続された送信元からの IPv6 マルチキャスト パケットのレート制限を設定す
る方法を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 connected 1500 20

次の例では、レート リミッタをトラフィック クラスに直接関連付ける設定方法を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 default-drop 1000 20

次の例では、事前設定された別のレート リミッタとレート リミッタをスタティックに共有する
方法を示します。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share default-drop

次の例では、ルート制御レート リミッタに対してダイナミック共有をイネーブルにします。

Router(config)# mls rate-limit multicast ipv6 route-cntl share auto

ルート制御 * (*, FF02::X/128)

Starg ブリッジ * (*, G/128) SM

* (*, G) が存在する場合は SM 非 rpf トラフィッ
ク

Starg-M ブリッジ * (*, G/m) SM
* (*, FF/8)

* (*, G) が存在しない場合は SM 非 rpf トラ
フィック

表 44-1 IPv6 レート リミッタ（続き）

レート リミッタ レート制限するトラフィック クラス
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DoS 攻撃から保護するためのデフォルト設定 
DoS 攻撃から保護するためのデフォルト設定
表 44-2 は、PFC3 の各種のハードウェア ベース レート リミッタにおける、DoS 攻撃から保護する
ためのデフォルト設定を示します。

DoS 攻撃からの保護における設定時の注意事項および
制約事項

DoS 攻撃からの保護を設定する場合は、CPU レート リミッタに関する次の注意事項および制約
事項に従ってください。

（注） CoPP に関する注意事項および制約事項については、「CoPP 設定時の注意事項および制約事項」
（p.45-2） を参照してください。

表 44-2 PFC3 のハードウェア ベース レート リミッタのデフォルト設定 

レート リミッタ
デフォルト ステータス

（ON/OFF） デフォルト値

入力および出力 ACL ブリッジ
ド パケット

OFF

RPF 失敗 ON 100 pps、バースト パケット 10

FIB 受信 OFF

FIB 収集 OFF

レイヤ 3 セキュリティ機能 OFF

ICMP リダイレクト OFF

ICMP 到達不能 ON 100 pps、バースト パケット 10

VACL ログ ON 2000 pps、バースト パケット 10

TTL 失敗 OFF

MTU 失敗 OFF

レイヤ 2 PDU OFF

レイヤ 2 プロトコル トンネリ
ング

OFF

IP エラー ON 100 pps、バースト パケット 10

マルチキャスト IGMP OFF

マルチキャスト FIB 不一致 ON 100000 pps、バースト パケット 100

マルチキャスト パーシャル 
SC

ON 100000 pps、バースト パケット 100

マルチキャスト直接接続 OFF

マルチキャスト非 RPF OFF

マルチキャスト IPv6 ON packets-in-burst を設定しない場合は、
マルチキャスト関連のレート リミッ
タではデフォルト値 100 がプログラ
ミングされます。
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DoS 攻撃からの保護における設定時の注意事項および制約事項
 • PFC3A を使用して構成したシステムでマルチキャストをイネーブルにしている場合は、以下
のレート リミッタは使用しないでください。

 – TTL 失敗

 – MTU 失敗

 • 以下のレート リミッタは、PFC3A モードではサポートされません。

 – ユニキャスト IP オプション

 – マルチキャスト IP オプション

 • レイヤ 2 レート リミッタは以下のとおりです。

 – レイヤ 2 PDU
 – レイヤ 2 プロトコル トンネリング

 – レイヤ 2 マルチキャスト IGMP
 • 8 つのレイヤ 3 レジスタ、および 2 つのレイヤ 2 レジスタを CPU レート リミッタとして使用

できます。

 • CoPP を使用している場合は、CEF 受信リミッタは使用しないでください。CEF 受信リミッ
タは、CoPP トラフィックを上書きします。

 • レート リミッタは CoPP トラフィックを上書きします。

 • 設定したレート制限は、個々の転送エンジンに適用されます（レイヤ 2 ハードウェア レート 
リミッタは例外的にグローバルに適用されます）。

 • レイヤ 2 レート リミッタは、truncated モードではサポートされません。

 • 入力および出力 ACL ブリッジド パケット レート リミッタを使用する場合は、次の制約事項
があります。

 – 入力および出力 ACL ブリッジド パケット レート リミッタは、ユニキャスト トラフィッ
クのみで使用できます。

 – 入力および出力 ACL ブリッジド パケット レート リミッタは、1 つのレート リミッタ レ
ジスタを共有します。ACL ブリッジ入出力レート リミッタをイネーブルにすると、入出
力 ACL はどちらも同一のレート リミッタ値を共有します。

 • ユニキャスト トラフィックをレート制限するには、mls rate-limit unicast コマンドを使用しま
す。

 • マルチキャスト トラフィックをレート制限するには、mls rate-limit multicast コマンドを使用
します。

 • レイヤ 2 マルチキャスト トラフィックをレート制限するには、mls rate-limit multicast layer 2 
コマンドを使用します。

パケット ドロップ統計情報のモニタ

着信または送信トラフィックをインターフェイス上でキャプチャし、このトラフィックのコピー
を外部インターフェイスに送信して、トラフィック アナライザでモニタできます。トラフィック
をキャプチャして外部インターフェイスに転送するには、monitor session コマンドを使用しま
す。

トラフィックをキャプチャする場合は、次の制約事項が適用されます。

 • キャプチャした着信トラフィックはフィルタリングされません。

 • キャプチャする着信トラフィックは、キャプチャの実行場所までの転送時にレート制限され
ません。
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monitor session コマンドによるドロップ パケットのモニタ

次の例では、monitor session コマンドを使用してトラフィックをキャプチャし、外部インター
フェイスに転送する方法を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# monitor session 1 source vlan 44 both        
Router(config)# monitor session 1 destination interface g9/1 
Router(config)# end
Router#
2w0d: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

次の例では、show monitor session コマンドを使用して、宛先ポートの場所を表示する方法を示し
ます。

Router# show monitor session 1
Session 1
---------
Source Ports:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          44
Destination Ports: Gi9/1
Filter VLANs:      None

show tcam interface コマンドによるドロップ パケットのモニタ

PFC3A モードを除くすべてのモードでは、ハードウェア内の ACL ヒット カウンタがサポートさ
れます。show tcam interface コマンドを使用すると、ACL TCAM 内の各エントリを表示できま
す。

次の例では、show tcam interface コマンドを使用して、エントリがヒットした回数を表示します。

Router# show tcam interface fa5/2 acl in ip detail

------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------
DPort - Destination Port   SPort - Source Port        TCP-F - U -URG Pro   - Protocol
I     - Inverted LOU       TOS   - TOS Value                - A -ACK rtr   - Router
MRFM  - M -MPLS Packet     TN    - T -Tcp Control           - P -PSH COD   - C -Bank Care 
Flag
      - R -Recirc. Flag          - N -Non-cachable          - R -RST       - I -OrdIndep. 
Flag
      - F -Fragment Flag   CAP   - Capture Flag             - S -SYN       - D -Dynamic 
Flag
      - M -More Fragments  F-P   - FlowMask-Prior.          - F -FIN T     - 
V(Value)/M(Mask)/R(Result)
X     - XTAG               (*)   - Bank Priority
------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

Interface: 1018   label: 1   lookup_type: 0
protocol: IP   packet-type: 0

+-+-----+---------------+---------------+---------------+---------------+-------+---+----+
-+---+--+---+---+
|T|Index|  Dest Ip Addr | Source Ip Addr|     DPort     |     SPort     | 
TCP-F|Pro|MRFM|X|TOS|TN|COD|F-P|
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DoS 攻撃からの保護における設定時の注意事項および制約事項
+-+-----+---------------+---------------+---------------+---------------+------+---+----+-
+---+--+---+---+
 V 18396         0.0.0.0         0.0.0.0       P=0             P=0       ------   0 ---- 0   
0 -- --- 0-0
 M 18404         0.0.0.0         0.0.0.0         0               0                0 ---- 0   
0
 R rslt: L3_DENY_RESULT                rtr_rslt: L3_DENY_RESULT

 V 36828         0.0.0.0         0.0.0.0       P=0             P=0        ------  0 ---- 0   
0 -- --- 0-0
 M 36836         0.0.0.0         0.0.0.0         0               0                0 ---- 0   
0
 R rslt: L3_DENY_RESULT (*)            rtr_rslt: L3_DENY_RESULT (*)
Router#

TTL または IP オプション カウンタを使用して、レイヤ 3 転送エンジンのパフォーマンスをモニ
タすることもできます。

次の例では、show mls statistics  コマンドを使用して、レイヤ 3 転送エンジンに関連付けられたパ
ケット統計情報およびエラーを表示します。

Router# show mls statistics

Statistics for Earl in Module 6
 
L2 Forwarding Engine
  Total packets Switched                : 25583421
 
L3 Forwarding Engine
  Total packets L3 Switched             : 25433414 @ 24 pps

  Total Packets Bridged                 : 937860
  Total Packets FIB Switched            : 23287640
  Total Packets ACL Routed              : 0
  Total Packets Netflow Switched        : 0
  Total Mcast Packets Switched/Routed   : 96727
  Total ip packets with TOS changed     : 2
  Total ip packets with COS changed     : 2
  Total non ip packets COS changed      : 0
  Total packets dropped by ACL          : 33
  Total packets dropped by Policing     : 0
 
Errors
  MAC/IP length inconsistencies         : 0
  Short IP packets received             : 0
  IP header checksum errors             : 0
  TTL failures                          : 0 
<----------------- TTL counters
  MTU failures                          : 0 
<------------------MTU failure counters

Total packets L3 Switched by all Modules: 25433414 @ 24 pps

VACL キャプチャによるドロップ パケットのモニタリング

VACL キャプチャ機能を使用すると、キャプチャしたトラフィックを転送するように設定された
ポートにトラフィックを転送できます。キャプチャ アクションを指定すると、転送されたパケッ
トのキャプチャ ビットが設定され、キャプチャ機能がイネーブルであるポートがこれらのパケッ
トを受信できるようになります。キャプチャできるのは、転送されたパケットのみです。

VACL キャプチャを使用すると、各 VLAN からのトラフィックを別のインターフェイスに割り当
てることができます。
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VACL キャプチャでは、ある種類のトラフィック（たとえば HTTP）をあるインターフェイスに、
別の種類のトラフィック（たとえば DNS）を別のインターフェイスに送信することはできませ
ん。また、VACL キャプチャ粒度は、ローカルにスイッチされたトラフィックのみに適用できま
す。トラフィックをリモート スイッチに転送した場合は、この粒度は保存できません。

次の例では、VACL キャプチャを使用してトラフィックをキャプチャし、ローカル インターフェ
イスに転送する方法を示します。

Router(config-if)# switchport capture 
Router(config-if)# switchport capture allowed vlan add 100

レート リミッタ情報の表示

show mls rate-limit コマンドを使用すると、設定したレート リミッタに関する情報を表示できま
す。

show mls rate-limit usage コマンドを使用すると、特定の種類のレート リミッタが使用したハード
ウェア レジスタを表示できます。どの種類のレート リミッタからも使用されていないレジスタ
の場合は、出力結果には Free と表示されます。ある種類のレート リミッタによって使用されて
いるレジスタの場合は Used と表示され、このレート リミッタの種類が表示されます。

コマンドの結果、レート制限ステータスは次のいずれかとして出力されます。

 • 特定の条件に対するレートが設定されている場合は「On」
 • この種類のレート リミッタが未設定であり、この条件に適合するパケットがレート制限され

ていない場合は「Off」
 • ある特定の条件（手動設定したものではない条件）が、同一の共有グループに属する別の

レート リミッタの設定によって影響を受ける場合は「On/Sharing」
 • マルチキャスト パーシャル SC レート リミッタがディセーブルになっている場合は「-（ハイ

フン）」

コマンドの結果、レート制限共有については次の情報が出力されます。

 • 共有がスタティックであるかダイナミックであるか

 • グループのダイナミック共有コード

設定したレート リミッタの情報を表示するには、show mls rate-limit コマンドを使用します。

Router# show mls rate-limit                                                  
 Sharing Codes: S - static, D - dynamic
 Codes dynamic sharing: H - owner (head) of the group, g - guest of the group

   Rate Limiter Type       Status     Packets/s   Burst  Sharing
 ---------------------   ----------   ---------   -----  -------
         MCAST NON RPF   Off                  -       -     -
        MCAST DFLT ADJ   On              100000     100  Not sharing
      MCAST DIRECT CON   Off                  -       -     -
        ACL BRIDGED IN   Off                  -       -     -
       ACL BRIDGED OUT   Off                  -       -     -
           IP FEATURES   Off                  -       -     -
          ACL VACL LOG   On                2000       1  Not sharing
           CEF RECEIVE   Off                  -       -     -
             CEF GLEAN   Off                  -       -     -
      MCAST PARTIAL SC   On              100000     100  Not sharing
        IP RPF FAILURE   On                 100      10  Group:0 S
           TTL FAILURE   Off                  -       -     -
 ICMP UNREAC. NO-ROUTE   On                 100      10  Group:0 S
 ICMP UNREAC. ACL-DROP   On                 100      10  Group:0 S
         ICMP REDIRECT   Off                  -       -     -
           MTU FAILURE   Off                  -       -     -
       MCAST IP OPTION   Off                  -       -     -
       UCAST IP OPTION   Off                  -       -     -
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           LAYER_2 PDU   Off                  -       -     -
            LAYER_2 PT   Off                  -       -     -
             IP ERRORS   On                 100      10  Group:0 S
           CAPTURE PKT   Off                  -       -     -
            MCAST IGMP   Off                  -       -     -
 MCAST IPv6 DIRECT CON   Off                  -       -     -
 MCAST IPv6 *G M BRIDG   Off                  -       -     -
  MCAST IPv6 *G BRIDGE   Off                  -       -     -
  MCAST IPv6 SG BRIDGE   Off                  -       -     -
 MCAST IPv6 ROUTE CNTL   Off                  -       -     -
  MCAST IPv6 DFLT DROP   Off                  -       -     -
 MCAST IPv6 SECOND. DR   Off                  -       -     -
Router# 

ハードウェア レート リミッタの使用状況を表示するには、show mls rate-limit usage コマンドを
使用します。

Router# show mls rate-limit usage                                           
                             Rate Limiter Type     Packets/s   Burst
                           ---------------------   ---------   -----
Layer3 Rate Limiters:
             RL# 0: Free                       -           -       -
             RL# 1: Free                       -           -       -
             RL# 2: Free                       -           -       -
             RL# 3: Used
                                  MCAST DFLT ADJ      100000     100
             RL# 4: Free                       -           -       -
             RL# 5: Free                       -           -       -
             RL# 6: Used
                                  IP RPF FAILURE         100      10
                           ICMP UNREAC. NO-ROUTE         100      10
                           ICMP UNREAC. ACL-DROP         100      10
                                       IP ERRORS         100      10
             RL# 7: Used
                                    ACL VACL LOG        2000       1
             RL# 8: Rsvd for capture           -           -       -

Layer2 Rate Limiters:
             RL# 9: Reserved
             RL#10: Reserved
             RL#11: Free                       -           -       -
             RL#12: Free                       -           -       -
Router# 

sticky ARP の設定
sticky ARP は、ARP エントリ（IP アドレス、MAC アドレス、送信元 VLAN）が上書きされない
ように保証することで、MAC アドレスのスプーフィングを防止します。スイッチは、トラ
フィックをエンド デバイスまたは他のスイッチに転送する目的で、ARP エントリを維持します。
ARP エントリは通常、定期的に更新されるか、または ARP ブロードキャスト受信時に修正され
ます攻撃が開始されると、偽装した MAC アドレスと正規の IP アドレスを持つ ARP ブロード
キャストが送信されます。この結果、スイッチは偽装した MAC アドレスによる正規の IP アドレ
スを学習し、トラフィックのこの MAC アドレスへの転送を開始します。sticky ARP をイネーブ
ルにすると、スイッチは ARP エントリを学習し、ARP ブロードキャストから受信した変更は受
け付けなくなります。ARP 設定を上書きしようとすると、エラー メッセージが発行されます。
システム エラー メッセージの完全な詳細については、次の URL の『Catalyst 6500 Series Switch 
Cisco IOS System Message Guide』Release 12.2SXH を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/msgguide/index.htm
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sticky ARP の設定  
sticky ARP をレイヤ 3 インターフェイス上で設定するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス 5/1 で sticky ARP をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface gigabitethernet 5/1
Router(config-if)# ip sticky-arp
Router(config-if)# end 
Router# 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

sticky ARP を適用するインターフェイスを選択し
ます。

ステップ 2 Router(config-if)# ip sticky-arp sticky ARP をイネーブルにします。

Router(config-if)# no ip sticky-arp ignore 以前に設定した sticky ARP コマンドを削除しま
す。

ステップ 3 Router(config-if)# ip sticky-arp ignore sticky ARP をディセーブルにします。
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CoPP の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Control Plane Policing（CoPP; コントロール プ
レーン ポリシング）を設定する手順を説明します。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • CoPP の概要（p.45-1）
 • CoPP のデフォルト設定（p.45-2）
 • CoPP 設定時の注意事項および制約事項（p.45-2）
 • CoPP の設定（p.45-3）
 • CoPP のモニタ（p.45-4）
 • トラフィック分類の定義（p.45-5）

CoPP の概要
RP によって管理されるトラフィックは、次の 3 つの機能コンポーネント（プレーン）に分類さ
れます。

 • データ プレーン

 • マネジメント プレーン

 • コントロール プレーン

CoPP 機能を使用すると、不要なトラフィックや DoS トラフィックから RP を保護し、重要なコ
ントロール プレーンおよび管理トラフィックを優先させることができるので、スイッチのセキュ
リティを強化できます。PFC3 および DFC3 は、CoPP のハードウェア サポートを行います。
CoPP は、PFC3 のレート リミッタと連携して動作します。

PFC3 は、組み込みの「特殊ケース用」レート リミッタをサポートします。このレート リミッタ
は、IP オプション、TTL および MTU の失敗、エラーの生じたパケット、マルチキャスト パケッ
トといった ACL の分類に該当しない、特定のシナリオで使用できます。特殊ケース用レート リ
ミッタをイネーブルにすると、このレート リミッタは基準に適合するパケットに対し、CoPP ポ
リシーを優先します。

RP の管理するトラフィックのほとんどは、コントロール プレーンおよびマネジメント プレーン
によって処理されます。CoPP を使用してコントロール プレーンおよびマネジメント プレーンを
保護することで、ルーティングの安定性、到達可能性、および確実なパケット配信を維持できま
す。CoPP では、Modular QoS CLI（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）から
専用のコントロール プレーン設定を使用して、コントロール プレーン パケットに対するフィル
タリングおよびレート制限機能を提供します。
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CoPP のデフォルト設定
CoPP のデフォルト設定
CoPP はデフォルトでディセーブルにされています。

CoPP 設定時の注意事項および制約事項
CoPP を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • マルチキャストに一致するクラスは、ハードウェアではなくソフトウェアに適用されます。

 • CPP によるブロードキャスト パケット処理は、ハードウェアではサポートされません。ブ
ロードキャスト DoS 攻撃からの保護を実現するには、ACL、トラフィック ストーム制御、お
よび CPP ソフトウェア保護を組み合わせて使用します。

 • CoPP は ARP ポリシーをサポートしません。ARP ポリシング メカニズムは、ARP ストームか
らの保護を実現します。

 • CoPP は、デフォルトの非 IP クラス以外の非 IP クラスをサポートしません。非 IP トラフィッ
クをドロップするには、非 IP クラスの代わりに ACL を使用できます。また、RP CPU に到達
する非 IP トラフィックを制限するには、デフォルトの非 IP CoPP クラスを使用できます。

 • CoPP ポリシー ACL では、log キーワードは使用しないでください。

 • PFC3A では、出力 QoS と CoPP を同時に設定することはできません。この状況では、CoPP 
はソフトウェア内で実行されます。出力 QoS と CoPP を同時に設定できないことを示す警告
メッセージが表示されます。

 • 大規模な QoS 設定を使用すると、システムの TCAM 領域が足りなくなる可能性があります。
この場合は、CoPP はソフトウェア内で実行されます。

 • 他のインターフェイスに対する大規模な QoS 設定があると、領域が足りなくなる可能性があ
ります。この場合は、CoPP がソフトウェア内で完全に実行され、パフォーマンス低下や 
CPU サイクル消費につながる可能性があります。

 • CoPP ポリシーによって、ルーティング プロトコルなどのクリティカルなトラフィック、ま
たはスイッチへのインタラクティブなアクセスがフィルタリングされないように注意してく
ださい。このトラフィックをフィルタリングすると、スイッチへのリモート アクセスが禁止
され、コンソール接続が必要となる場合があります。

 • PFC3 は、組み込みの特殊ケース用レート リミッタをサポートします。これは、ACL を使用
できない状況（TTL、MTU、IP オプションなど）で便利です。特殊ケース用レート リミッタ
をイネーブルにする場合は、このレート リミッタが基準に適合するパケットに対し、CoPP 
ポリシーを優先することに注意してください。

 • mls qos コマンドによって MMLS QoS をグローバルにイネーブルにしないかぎり、CoPP は
ハードウェアでイネーブルにされません。mls qos コマンドを入力しないと、CoPP はソフト
ウェア内だけで動作し、ハードウェアに対する機能を果たせなくなります。

 • 出力 CoPP、およびサイレント モードはサポートされません。CoPP は入力だけでサポートさ
れます。サービス ポリシー出力 CoPP は、コントロール パネル インターフェイスには適用で
きません。

 • ハードウェア内の ACE ヒット カウンタは、ACL 論理のみに対応します。CPU トラフィック
のトラブルシューティングおよび評価には、ソフトウェア ACL のヒット カウンタ、および 
show access-list、show policy-map control-plane、show mls ip qos コマンドが役立ちます。

 • CoPP は転送エンジン単位で実行され、ソフトウェア CoPP は集約的に実行されます。

 • CoPP によるマルチキャスト パケット処理は、ハードウェアではサポートされません。マル
チキャスト DoS 攻撃からの保護を実現するには、ACL、マルチキャスト CPU レート リミッ
タ、および CoPP ソフトウェア保護を組み合わせて使用します。

 • CoPP では、ACE に log キーワードを使用できません。
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CoPP の設定 
 • CoPP はハードウェア QoS TCAM リソースを使用します。TCAM の利用率を確認するには、
show tcam utilization コマンドを入力します。

CoPP の設定
CoPP では MQC を使用することで、トラフィックの分類基準を定義し、分類したトラフィックに
対して設定可能なポリシー アクションを指定します。 初にクラス マップを定義して、分類の
対象となるトラフィックを識別する必要があります。クラス マップは、特定のトラフィック ク
ラスに対するパケットを定義します。トラフィックを分類したあとは、識別したトラフィックに
ポリシー アクションを適用するためのポリシー マップを作成できます。control-plane グローバ
ル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、CoPP サービス ポリシーをコントロール プ
レーンに直接付加できます。

トラフィック分類基準を定義する方法については、「トラフィック分類の定義」（p.45-5）を参照
してください。

CoPP を設定するには、次の作業を行います。

パケット分類基準を定義する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • 以降のクラスで設定されたフィルタリングおよびポリシングと一致することを避けるため、
ポリシングは各クラスで設定します。CoPP では、police コマンドを含まないクラスにはフィ
ルタリングを適用しません。police コマンドのないクラスは、どのトラフィックとも一致し
ません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls qos MLS QoS をグローバルにイネーブル化します。

ステップ 2 Router(config)# ip access-list extended 
access-list-name 
Router(config-ext-nacl)# {permit | deny} 
protocol source source-wildcard 
destination destination-wildcard 
[precedence precedence] [tos tos] 
[established] [log | log-input] [time-range 
time-range-name] [fragments]

トラフィックと一致する ACL を定義します。

 • permit は、名前付き IP アクセス リストに
パケットが適合する条件を設定します。

 • deny は、名前付き IP アクセス リストがパ
ケットを拒否する条件を設定します。

（注） ほとんどの場合は、重要なトラフィッ
クとそうでないトラフィックの識別に
は ACL を設定する必要があります。

ステップ 3 Router(config)# class-map 
traffic-class-name
Router(config-cmap)# match {ip precedence} 
|{ip dscp} | access-group

パケット分類基準を定義します。match ステー
トメントを使用して、クラスに関連付けるト
ラフィックを指定します。

ステップ 4 Router(config)# policy-map 
service-policy-name
Router(config-pmap)# class 
traffic-class-name
Router(config-pmap-c)# police 
{bits-per-second [normal-burst-bytes] 
[maximum-burst-bytes] [pir peak-rate-bps]} 
|  [conform-action action] [exceed-action 
action] [violate-action action]

サービス ポリシー マップを定義します。class 
traffic-class-name コマンドを使用して、サービ
ス ポリシー マップにクラスを関連付けます。
police ステートメントを使用して、サービス ポ
リシー マップにアクションを関連付けます。

ステップ 5 Router(config)# control-plane
Router(config-cp)#

コントロール プレーンのコンフィギュレー
ション モードを有効にします。

ステップ 6 Router(config-cp)# service-policy input 
service-policy-name

QoS サービス ポリシーをコントロール プレー
ンに適用します。
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CoPP のモニタ
 • 分類に使用する ACL は QoS ACL です。サポートされる QoS ACL は、IP 標準 ACL、拡張 
ACL、および名前付き ACL です。IPv6 ACL はハードウェアではサポートされません。

 • 次の一致タイプのみがサポートされます。

 – ip precedence 
 – ip dscp 
 – access-group 

 • ハードウェアでは、IP ACL だけがサポートされます。

 • MAC ベースの照合は、ソフトウェアのみで行われます。

 • 1 つの match コマンドを、1 つのクラス マップのみに入力できます。

サービス ポリシーを定義する場合は、police ポリシー マップ アクションのみがサポートされま
す。

サービス ポリシーをコントロール プレーンに適用する場合は、input 方向のみがサポートされま
す。

CoPP のモニタ
サイト固有のポリシーを作成するには、show policy-map control-plane コマンドを入力すること
で、コントロール プレーン ポリシーの統計情報をモニタでき、CoPP のトラブルシューティング
を行うことが可能です。このコマンドを使用すると、実際に適用されたポリシーについてのダイ
ナミックな情報を表示できます。たとえば、ハードウェアおよびソフトウェア内において、設定
されたポリシーに適合する、またはこれを超過するバイト数およびパケット数を表示できます。

show policy-map control-plane コマンドの出力結果は次のようになります。

Router# show policy-map control-plane
Control Plane Interface
  Service policy CoPP-normal
Hardware Counters:
class-map: CoPP-normal (match-all)
      Match: access-group 130
      police :
        96000 bps 3000 limit 3000 extended limit
      Earl in slot 3 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps 
      Earl in slot 5 :
        0 bytes
        5 minute offered rate 0 bps
        aggregate-forwarded 0 bytes action: transmit
        exceeded 0 bytes action: drop
        aggregate-forward 0 bps exceed 0 bps 

Software Counters: 
    Class-map: CoPP-normal (match-all) 0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: access-group 130
      police:
        96000 bps, 3125 limit, 3125 extended limit
        conformed 0 packets, 0 bytes; action: transmit
        exceeded 0 packets, 0 bytes; action: drop
        conformed 0 bps, exceed 0 bps, violate 0 bps  
Router#
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トラフィック分類の定義
ハードウェア カウンタを表示して、ポリシーによってドロップおよび転送されたバイト数を確認
するには、show mls qos ip コマンドを入力します。

Router# show mls qos ip 
 QoS Summary [IP]:      (* - shared aggregates, Mod - switch module)

Int Mod Dir  Class-map DSCP  Agg  Trust Fl   AgForward-By   AgPoliced-By
                             Id         Id                              
-------------------------------------------------------------------------------
CPP  5  In CoPP-normal    0    1   dscp  0         505408       83822272
CPP  9  In CoPP-normal    0    4   dscp  0              0              0
Router#

CoPP アクセス リストの情報を表示するには、show access-lists coppacl-bgp コマンドを入力しま
す。

Router# show access-lists coppacl-bgp
Extended IP access list coppacl-bgp
10 permit tcp host 47.1.1.1 host 10.9.9.9 eq bgp (4 matches)
20 permit tcp host 47.1.1.1 eq bgp host 10.9.9.9
30 permit tcp host 10.86.183.120 host 10.9.9.9 eq bgp (1 match)
40 permit tcp host 10.86.183.120 eq bgp host 10.9.9.9

トラフィック分類の定義
ここでは、CoPP トラフィックを分類する方法について説明します。

 • トラフィック分類の概要（p.45-5）
 • トラフィック分類の注意事項（p.45-6）
 • CoPP トラフィック分類の基本的な ACL の例（p.45-6）

トラフィック分類の概要

定義できるクラスの数に制限はありませんが、一般的にトラフィックは、相対的な重要度に基づ
くクラスに分類されます。次に、グループ分けの例を示します。

 • Border Gateway Protocol（BGP） — BGP ルーティング プロトコルにおいて、隣接関係を維持す
るために重要なトラフィック。BGP キープ アライブ、ルーティング更新などです。BGP 
ルーティング プロトコルの維持は、ネットワーク内での接続、またはサービス プロバイダと
の接続を維持する上で重要です。BGP を実行しないサイトでは、このクラスを使用する必要
はありません。

 • Interior Gateway Protocol（IGP; 内部ゲートウェイ プロトコル） — IGP ルーティング プロトコ
ルを維持する上で重要なトラフィック。たとえば Open Shortest Path First（OSPF）、Enhanced 
Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Routing Information Protocol（RIP）などです。IGP 
ルーティング プロトコルの維持は、ネットワーク内の接続を維持する上で重要です。

 • 管理 — 日常業務で必要とされ、頻繁に使用される必須トラフィック。たとえば、リモート 
ネットワーク アクセスに使用するトラフィックや、Cisco IOS イメージの更新および管理ト
ラフィックです。これには、Telnet、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、Network Time 
Protocol（NTP）、SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）、Terminal Access Controller 
Access Control System（TACACS）、HTTP、Trivial File Transfer Protocol（TFTP; 簡易ファイル
転送プロトコル）、FTP（ファイル転送プロトコル）などがあります。

 • レポート — レポート目的で、ネットワーク パフォーマンスに関する統計情報の生成に使用
されるトラフィック。たとえば、Cisco IOS IP サービス レベル アグリーメントを使用して、
異なる DSCP 設定で ICMP を生成し、様々な QoS データ クラス内の応答時間をレポートでき
ます。
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トラフィック分類の定義
 • モニタ — スイッチのモニタに使用するトラフィック。このトラフィックは許可する必要があ
りますが、スイッチを危険にさらすことがあってはなりません。CoPP を使用すると、この
トラフィックは許可されますが、低いレートに制限できます。たとえば、ICMP エコー要求
（ping）、traceroute などです。

 • クリティカルなアプリケーション — 特定のカスタマー環境に固有の、クリティカルなアプリ
ケーション トラフィック。このクラスに分類するトラフィックは、ユーザに必要なアプリ
ケーションの要件に合わせて、特別に調整する必要があります。マルチキャストを使用する
カスタマーもいれば、IP セキュリティまたは Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルー
ティング カプセル化）を使用するカスタマーもいます。このトラフィックの例としては、
GRE、Hot Standby Router Protocol（HSRP）、Virtual Router Redundancy Protocol（VRRP）、
Session Initiation Protocol（SIP）、データ リンク スイッチング、Dynamic Host Configuration 
Protocol（DHCP）、Multicast Source Discovery Protocol（MSDP）、IGMP、Protocol Independent 
Multicast（PIM）、マルチキャスト トラフィック、IPsec などが挙げられます。

 • レイヤ 2 プロトコル — ARP に使用されるトラフィック。ARP パケットが過剰に発生すると、
RP リソースが独占され、他の重要なプロセスがリソース不足になってしまう可能性があり
ます。CoPP を使用して ARP パケットをレート制限すると、このような状況を回避できます。
現時点では、一致プロトコル分類基準を使用して明示的に分類可能な唯一のレイヤ 2 プロト
コルが、ARP となります。

 • 不要 — RP へのアクセスを無条件でドロップおよび拒否する必要のある、不正な、または悪
意あるトラフィックを明示的に指定します。この分類は、スイッチ宛ての既知のトラフィッ
クを常に拒否する必要があり、デフォルト カテゴリに含まれないようにする場合に特に便利
です。トラフィックを明示的に拒否した場合は、show コマンドを使用すると、拒否したトラ
フィックの概算統計情報を収集し、そのレートを見積もることができます。

 • デフォルト — 他に分類されない、RP 宛ての残りのトラフィックすべてを収容。MQC はデ
フォルト クラスを備えているため、他のユーザ定義クラスでは明示的に識別されないトラ
フィックに適用する処理を指定できます。このトラフィックの RP へのアクセス レートは、
大幅に制限されます。デフォルト分類を設定しておくと、統計情報をモニタして、通常であ
れば識別されないコントロール プレーン宛てトラフィックのレートを決定できます。このト
ラフィックを識別したあとは、追加の分析を行うことで該当カテゴリに分類できます。必要
であれば、このトラフィックにも対応するように、他の CoPP ポリシー エントリを更新する
こともできます。

トラフィックの分類が完了すると、ACL は、ポリシーの定義に使用するトラフィック クラスを
作成します。CoPP 分類に使用する基本的な ACL の例については、「CoPP トラフィック分類の基
本的な ACL の例」（p.45-6）を参照してください。

トラフィック分類の注意事項

トラフィック分類を定義する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • 実際の CoPP ポリシーを作成する前に、どのトラフィックをどのクラスに分類するかを識別
しておく必要があります。トラフィックは相対的な重要度に基づき、9 つのクラスに分類さ
れます。実際に必要となるクラス数はこれとは異なる可能性があり、各自のローカルな要
件、およびセキュリティ ポリシーに基づき選択する必要があります。

 • 双方向的に一致するポリシーを定義する必要はありません。ポリシーは入力のみに適用され
るため、トラフィックは一方向（ネットワークから RP へ）のみで識別します。

CoPP トラフィック分類の基本的な ACL の例

ここでは、CoPP 分類の基本的な ACL の例を示します。各例では、一般的に必要とされるトラ
フィックを、以下の ACL によって識別します。

 • ACL 120 — クリティカルなトラフィック
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トラフィック分類の定義
 • ACL 121 — 重要なトラフィック

 • ACL 122 — 通常のトラフィック

 • ACL 123 — 不要なトラフィックを明示的に拒否

 • ACL 124 — その他すべてのトラフィック

次の例では、クリティカルなトラフィックに対する ACL 120 を定義します。

Router(config)# access-list 120 remark CoPP ACL for critical traffic

次の例では、既知のピアからスイッチの BGP TCP ポートへの、BGP トラフィックを許可します。

Router(config)# access-list 120 permit tcp host 47.1.1.1 host 10.9.9.9 eq bgp

次の例では、ピアの BGP ポートからこのスイッチへの BGP トラフィックを許可します。

Router(config)# access-list 120 permit tcp host 47.1.1.1 eq bgp host 10.9.9.9
Router(config)# access-list 120 permit tcp host 10.86.183.120 host 10.9.9.9 eq bgp
Router(config)# access-list 120 permit tcp host 10.86.183.120 eq bgp host 10.9.9.9

次の例では、重要なクラスに対する ACL 121 を定義します。

Router(config)# access-list 121 remark CoPP Important traffic

次の例では、TACACS ホストからのリターン トラフィックを許可します。

Router(config)# access-list 121 permit tcp host 1.1.1.1 host 10.9.9.9 established

次の例では、サブネットからスイッチへの SSH アクセスを許可します。

Router(config)# access-list 121 permit tcp 10.0.0.0 0.0.0.255 host 10.9.9.9 eq 22

次の例では、指定のサブネット内のホストからスイッチへの Telnet フル アクセスを許可し、残り
のサブネットをポリシングします。

Router(config)# access-list 121 deny tcp host 10.86.183.3 any eq telnet
Router(config)# access-list 121 permit tcp 10.86.183.0 0.0.0.255 any eq telnet

次の例では、NMS ホストからスイッチへの SNMP アクセスを許可します。

Router(config)# access-list 121 permit udp host 1.1.1.2 host 10.9.9.9 eq snmp

次の例では、既知のクロック ソースからの NTP パケットの受信をスイッチに許可します。

Router(config)# access-list 121 permit udp host 1.1.1.3 host 10.9.9.9 eq ntp

次の例では、通常のトラフィック クラスに対する ACL 122 を定義します。

Router(config)# access-list 122 remark CoPP normal traffic

次の例では、スイッチから送信される traceroute トラフィックを許可します。

Router(config)# access-list 122 permit icmp any any ttl-exceeded
Router(config)# access-list 122 permit icmp any any port-unreachable

次の例では、ping を発行したスイッチへの応答を受信することを許可します。

Router(config)# access-list 122 permit icmp any any echo-reply

次の例では、スイッチへの ping の送信を許可します。

Router(config)# access-list 122 permit icmp any any echo

次の例では、不要なクラスに対する ACL 123 を定義します。

Router(config)# access-list 123 remark explicitly defined "undesirable" traffic
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トラフィック分類の定義
（注） 次の例では、ACL 123 は分類およびモニタのための許可エントリであり、トラフィックは CoPP 
ポリシーの結果に基づいてドロップされます。

この例では、UDP 1434 宛てに送信され、ポリシングの対象となるすべてのトラフィックを許可
します。

Router(config)# access-list 123 permit udp any any eq 1434

次の例では、他のすべてのトラフィックに対する ACL 124 を定義します。

Router(config)# access-list 124 remark rest of the IP traffic for CoPP
Router(config)# access-list 124 permit ip any any
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DHCP スヌーピングの設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）ス
ヌーピングを設定する手順について説明します。

この章で説明する主な内容は、次のとおりです。

 • DHCP スヌーピングの設定（p.46-1）
 • DHCP スヌーピングのデフォルト設定（p.46-6）
 • DHCP スヌーピング設定時の制約事項および注意事項（p.46-7）
 • DHCP スヌーピングの設定（p.46-9）

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

DHCP スヌーピングの設定
ここでは、DHCP スヌーピング機能について説明します。

 • DHCP スヌーピングの概要（p.46-2）
 • 信頼できる送信元と信頼できない送信元（p.46-2）
 • DHCP スヌーピング バインディング データベース（p.46-2）
 • パケット検証（p.46-3）
 • DHCP スヌーピングの Option 82 データ挿入（p.46-3）
 • DHCP スヌーピング データベース エージェントの概要（p.46-5）
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DHCP スヌーピングの設定
DHCP スヌーピングの概要

DHCP スヌーピングは、信頼できないホストと信頼できる DHCP サーバ間のファイアウォールの
ように機能するセキュリティ機能です。DHCP スヌーピング機能では以下の処理を実行します。

 • 信頼しない送信元から受信した DHCP メッセージを検証し、無効なメッセージをフィルタリ
ングします。

 • 信頼できる送信元と信頼できない送信元からの DHCP トラフィックのレートを制限します。

 • DHCP スヌーピング バインディング データベースを構築し維持します。これには、専用 IP 
アドレスのある信頼できないホストに関する情報が含まれています。

 • 信頼できないホストからの後続要求を検証するために DHCP スヌーピング バインディング 
データベースを利用します。

Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）などの他のセキュリティ機
能も、DHCP スヌーピング バインディング データベースに格納されている情報を使用します。

DHCP スヌーピングは VLAN 単位でイネーブルにします。デフォルトでは、この機能はすべての 
VLAN で非アクティブです。この機能は 1 つの VLAN、または特定の VLAN 範囲でイネーブルに
できます。

DHCP スヌーピング機能は Route Processor（RP; ルート プロセッサ）上でソフトウェアに実装さ
れています。したがって、対応 VLAN の全 DHCP メッセージが PFC で代行受信され、処理用に 
RP へ転送されます。

信頼できる送信元と信頼できない送信元

DHCP スヌーピング機能は、トラフィックの送信元が信頼できるか信頼できないのかを判別しま
す。信頼できない送信元は、トラフィック攻撃を開始したり他の悪意のある動作を行う可能性が
あります。そのような攻撃を防ぐために、DHCP スヌーピング機能はメッセージをフィルタリン
グし、信頼できない送信元からのトラフィックのレートを制限します。

エンタープライズ ネットワークでは、管理制御下の装置は信頼できる送信元です。これらの装置
には、ネットワーク内のスイッチ、ルータ、およびサーバが含まれます。ファイアウォールを越
える装置やネットワーク外の装置は信頼できない送信元です。ホスト ポートは通常信頼できない
送信元として取り扱われます。

サービス プロバイダー環境では、サービス プロバイダー ネットワーク内にない装置は信頼でき
ない送信元です（カスタマーのスイッチなど）。ホスト ポートも信頼できない送信元です。

スイッチでは、接続インターフェイスの信頼状態を設定することにより送信元が信頼されること
を示します。

全インターフェイスのデフォルトの信頼状態は untrusted です。DHCP サーバ インターフェイスを 
trusted に設定する必要があります。ネットワーク内の装置（スイッチやルータ）に接続する場
合、他のインターフェイスを trusted に設定することも可能です。通常ホスト ポートを trusted に
は設定しません。

（注） 信頼できない DHCP メッセージが信頼されるインターフェイスにのみ転送されるため、DHCP ス
ヌーピングが正しく機能するには、すべての DHCP サーバが、信頼できるインターフェイスを介
してスイッチに接続されている必要があります。

DHCP スヌーピング バインディング データベース

DHCP スヌーピング バインディング データベースは DHCP スヌーピング バインディング テーブ
ルとも呼ばれます。
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DHCP スヌーピングの設定 
DHCP スヌーピング機能は、代行受信された DHCP メッセージから抽出された情報を使用してダ
イナミックデータベースを構築し維持します。DHCP スヌーピングがイネーブルの VLAN とホス
トが関連付けられている場合、データベースには信頼できない各ホストのエントリが専用 IP ア
ドレスとともに含まれています。信頼できるインターフェイスを通じて接続されたホストのエン
トリがデータベースには含まれていません。

スイッチが特定の DHCP メッセージを受信すると、DHCP スヌーピング機能はデータベースを更
新します。たとえば、スイッチが DHCPACK メッセージをサーバから受信すると、この機能に
よってデータベースにエントリが追加されます。IP アドレスのリース期限が過ぎたり、スイッチ
がホストから DHCPRELEASE メッセージを受信すると、この機能によってデータベース内のエ
ントリが削除されます。

DHCP スヌーピング バインディング データベースの各エントリには、ホストの MAC アドレス、
専用 IP アドレス、リース期間、バインディングの種類、ホストに関連付けられた VLAN（仮想
LAN）の番号およびインターフェイス情報が含まれています。

パケット検証

スイッチは、DHCP スヌーピングがイネーブルの VLAN にある信頼できないインターフェイスで
受信された DHCP パケットを検証します。以下の条件が発生しないかぎり（パケットがドロップ
される場合）、スイッチは DHCP パケットを転送します。

 • スイッチがネットワークまたはファイアウォール外部の DHCP サーバから（DHCPOFFER、
DHCPACK、DHCPNAK、DHCPLEASEQUERY などの）パケットを受信した場合。

 • スイッチが信頼できないインターフェイスからパケットを受信し、この送信元 MAC アドレ
スと DHCP クライアント ハードウェア アドレスが一致しない場合。このチェックは、DHCP 
スヌーピング MAC アドレス確認オプションがオンになっている場合のみ実行されます。

 • スイッチが、DHCP スヌーピング バインディング テーブル内のエントリを有する信頼できな
いホストから DHCPRELEASE または DHCPDECLINE メッセージを受信したが、バインディ
ング テーブル内のインターフェイス情報が、このメッセージを受信したインターフェイスと
一致しない場合。

 • スイッチが、リレー エージェントの IP アドレス（0.0.0.0 以外）を含む DHCP パケットを受
信した場合。

信頼できない集約スイッチのポートに接続された信頼できるエッジ スイッチをサポートするた
め、信頼できないポートの DHCP Option 82 機能をイネーブルにして、信頼できない集約スイッチ
のポートが Option 82 情報を含む DHCP パケットを受信するようにできます。集約スイッチに接
続するエッジ スイッチのポートを、信頼できるポートとして設定します。

（注） 信頼できないポートの DHCP Option 82 機能がイネーブルである場合は、集約スイッチでダイナ
ミック ARP インスペクション検査を使用して、信頼できない入力インターフェイスを保護しま
す。

DHCP スヌーピングの Option 82 データ挿入

住宅地域にあるメトロポリタン イーサネット アクセス環境では、DHCP は多数の加入者に対し、
IP アドレスの割り当てを一元的に管理できます。スイッチで DHCP スヌーピング Option 82 機能
をイネーブルにすると、加入者装置は MAC アドレスだけでなく、この装置をネットワークに接
続するスイッチ ポートによっても識別されます。加入者 LAN 上の複数のホストをアクセス ス
イッチの同一ポートに接続でき、これらは一意に識別されます。

図 46-1 は、メトロポリタン イーサネット ネットワーク内において、アクセス レイヤのスイッチ
に接続されている各加入者の IP アドレスを、一元的な DHCP サーバが割り当てる例を示します。
DHCP クライアントと、これらに関連付けられた DHCP サーバは、同一の IP ネットワークまたは
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サブネット内に存在しません。したがって、DHCP リレー エージェントにヘルパー アドレスを
設定することで、ブロードキャスト転送を可能にし、クライアントとサーバ間で DHCP メッセー
ジを転送します。

図 46-1 メトロポリタン イーサネット ネットワークにおける DHCP リレー エージェント

スイッチに対して DHCP スヌーピング情報の Option 82 機能をイネーブルにすると、以下のイベ
ントがこの順序で発生します。

 • ホスト（DHCP クライアント）は DHCP 要求を生成し、これをネットワーク上にブロード
キャストします。

 • スイッチはこの DHCP 要求を受信すると、パケット内に Option 82 情報を追加します。Option 
82 情報には、スイッチの MAC アドレス（リモート ID サブオプション）、およびパケットを
受信したポートの識別子である vlan-mod-port（回線 ID サブオプション）が含まれます。

 • IEEE 802.1X ポートベース認証がイネーブルの場合、スイッチはホストの 802.1X 認証済ユー
ザ ID 情報（RADIUS 属性サブオプション）もパケットに追加します。「DHCP スヌーピング
のある 802.1X 認証の使用」（p.52-8）を参照してください。

 • リレー エージェントの IP アドレスが設定されている場合は、スイッチは DHCP パケット内
にこの IP アドレスを追加します。

 • スイッチは、Option 82 フィールドを含む DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。

 • DHCP サーバはこのパケットを受信します。Option 82 に対応しているサーバであれば、この
リモート ID または回線 ID、またはその両方を使用して、IP アドレスの割り当てやポリシー
の適用を行えます。たとえば、単一のリモート ID または回線 ID に割り当てることのできる 
IP アドレスの数を制限するポリシーなどです。次に DHCP サーバは、DHCP 応答内に Option 
82 フィールドをエコーします。

 • 要求がスイッチによってサーバに中継されている場合は、DHCP サーバは応答をスイッチに
ユニキャストします。クライアントとサーバが同じサブネット上にある場合は、サーバはこ
の応答をブロードキャストします。スイッチはリモート ID フィールド、および場合によっ
ては回線 ID フィールドを検査することで、このスイッチ自身が 初に Option 82 データを挿
入したことを確認します。スイッチは Option 82 フィールドを削除してから、DHCP 要求を送
信した DHCP クライアントに接続するスイッチ ポートにパケットを転送します。

上記の一連のイベントが発生する間、図 46-2 に示す以下のフィールドの値は変更されません。

 • 回線 ID サブオプション フィールド

 – サブオプション タイプ

 – サブオプション タイプの長さ

 – 回線 ID タイプ

Catalyst 
DHCP 

 A
DHCP 

DHCP

 B
DHCP 

98
81

3

VLAN 10
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 – 回線 ID タイプの長さ

 • リモート ID サブオプション フィールド

 – サブオプション タイプ

 – サブオプション タイプの長さ

 – リモート ID タイプ

 – 回線 ID タイプの長さ

図 46-2 は、リモート ID サブオプションおよび回線 ID サブオプションのパケット形式を示しま
す。スイッチがこれらのパケット形式を使用するのは、DHCP スヌーピングがグローバルにイ
ネーブル化されている場合、および ip dhcp snooping information option グローバル コンフィギュ
レーション コマンドが入力された場合です。回線 ID サブオプションの場合は、モジュール 
フィールドはモジュールのスロット番号となります。

図 46-2 サブオプションのパケット形式

DHCP スヌーピング データベース エージェントの概要

リロード後もバインディングを維持するには、DHCP スヌーピング データベース エージェント
を使用する必要があります。このエージェントを使用しないと、DHCP スヌーピングによって確
立されたバインディングはリロード後に失われてしまい、同様に接続も失われます。

データベース エージェントは、設定された場所のファイルにバインディングを保存します。ス
イッチはリロード時にこのファイルを読み取り、バインディング用のデータベースを構築しま
す。スイッチはデータベースが変更されるたびにこのファイルに書き込むことで、このファイル
を 新に保ちます。

バインディングを保持するファイルの形式は、次のようになります。

<initial-checksum>
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
<entry-1> <checksum-1>
<entry-2> <checksum-1-2>

ID 

 ID 

 ID 

6 

MAC 

1 1 1 1 

ID 

1 1 1 1 11
63

00

4061

6082

1 1 2 

VLAN
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...

...
<entry-n> <checksum-1-2-..-n>
END

ファイル内の各エントリには、チェックサムを示すタグが付けられます。これは、ファイルが読
み取られるたびに、エントリの検証に使用されます。1 行めの <initial-checksum> エントリは、
新の書き込みに関連する各エントリを、以前の書き込みに関連する各エントリから区別します。

次に、バインディング ファイルの例を示します。

3ebe1518
TYPE DHCP-SNOOPING
VERSION 1
BEGIN
1.1.1.1 512 0001.0001.0005 3EBE2881 Gi1/1                                e5e1e733
1.1.1.1 512 0001.0001.0002 3EBE2881 Gi1/1                                4b3486ec
1.1.1.1 1536 0001.0001.0004 3EBE2881 Gi1/1                               f0e02872
1.1.1.1 1024 0001.0001.0003 3EBE2881 Gi1/1                               ac41adf9
1.1.1.1 1 0001.0001.0001 3EBE2881 Gi1/1                                  34b3273e
END

各エントリは、IP アドレス、VLAN、MAC アドレス、リース期間（16 進数単位）、およびバイン
ディングに関連付けられたインターフェイスを示します。各エントリの 後に示されるチェック
サムは、ファイルの冒頭から、エントリに関連付けられたすべてのバイトの合計に基づいて計算
されます。各エントリは、72 バイトのデータ、スペース、およびチェックサムの順で構成されま
す。

ブートアップ時、計算されたチェックサムと保存されたチェックサムが等しい場合は、スイッチ
はファイルから各エントリを読み取り、各バインディングを DHCP スヌーピング データベース
に追加します。計算されたチェックサムが保存されたチェックサムと異なる場合は、ファイルか
ら読み取られたエントリは無視され、このエントリ以降のすべてのエントリも無視されます。ま
た、スイッチはファイルから読み取ったエントリのうち、リース期間が失効しているすべてのエ
ントリも無視します。この場合は、リース期間としてすでに経過した期間が示されているので、
スイッチはこの値に基づき判断します。エントリ内で参照されるインターフェイスが、システム
上にすでに存在しない場合、ルータ ポートである場合、または DHCP スヌーピングにおける信
頼できるインターフェイスである場合も、このエントリは無視されます。

スイッチが新たなバインディングを学習した場合、または一部のバインディングを失った場合
は、スイッチは変更されたエントリをスヌーピング データベースから抽出し、これらをファイル
に書き込みます。より多くの変更を蓄積してから、実際の書き込みを一括して行えるように、こ
の書き込みの実行には遅延時間を設定できます。個々の転送には、未完了の転送が中断されるま
での時間を示すタイムアウトが関連付けられます。このようなタイマーを、書き込み遅延および
中断タイムアウトと呼びます。

DHCP スヌーピングのデフォルト設定
表 46-1 は、各 DHCP スヌーピング オプションのデフォルトの設定値を示します。

表 46-1 DHCP スヌーピングのデフォルト設定値 

オプション デフォルト値 / 状態

DHCP スヌーピング ディセーブル

DHCP スヌーピング情報オプション イネーブル

信頼できないポートの DHCP Option 82 機能 ディセーブル

DHCP スヌーピング レート制限 なし
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DHCP スヌーピング設定時の制約事項および注意事項
このセクションでは、DHCP スヌーピング設定時の制約事項および注意事項について説明しま
す。

 • DHCP スヌーピング設定時の制約事項（p.46-7）
 • DHCP スヌーピング設定時の注意事項（p.46-7）
 • DHCP スヌーピングの 小設定（p.46-8）

DHCP スヌーピング設定時の制約事項

DHCP スヌーピングを設定する場合は、次の制約事項に従ってください。

 • DHCP スヌーピング データベースには少なくとも 8,000 バインディングが格納されます。

 • DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、スイッチでは以下の Cisco IOS DHCP コマンドを
使用できなくなります。

 – ip dhcp relay information check グローバル コンフィギュレーション コマンド 
 – ip dhcp relay information policy グローバル コンフィギュレーション コマンド

 – ip dhcp relay information trust-all グローバル コンフィギュレーション コマンド

 – ip dhcp relay information option グローバル コンフィギュレーション コマンド

 – ip dhcp relay information trusted インターフェイス コンフィギュレーション コマンド

これらのコマンドを入力すると、スイッチはエラー メッセージを返し、設定は適用されませ
ん。

DHCP スヌーピング設定時の注意事項

DHCP スヌーピングを設定する際に、以下の注意事項に従ってください。

 • 少なくとも 1 つの VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにして、DHCP をスイッチでグ
ローバルにイネーブルにするまで、DHCP スヌーピングはアクティブにはなりません。

 • スイッチ上で DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化するには、DHCP サーバおよ
び DHCP リレー エージェントとして機能する装置を、事前に設定およびイネーブル化してお
く必要があります。

 • DHCP サーバの設定については、次の URL で、『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration 
Guide』の「Configuring DHCP」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfdhcp.htm

 • レイヤ 2 LAN ポートが DHCP サーバに接続されている場合は、ip dhcp snooping trust イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、このポートを信頼できるポート
として設定します。

 • レイヤ 2 LAN ポートが DHCP クライアントに接続されている場合は、no ip dhcp snooping 
trust インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力して、このポートを信頼で
きないポートとして設定します。

DHCP スヌーピング信頼状態 信頼しない

DHCP スヌーピング VLAN ディセーブル

表 46-1 DHCP スヌーピングのデフォルト設定値（続き）

オプション デフォルト値 / 状態
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DHCP スヌーピング設定時の制約事項および注意事項
 • DHCP スヌーピングはプライベート VLAN 上でイネーブルにできます。

 – DHCP スヌーピングをイネーブルにすると、プライマリ VLAN の設定はすべて、関連付
けられたセカンダリ VLAN に伝播します。

 – プライマリ VLAN で DHCP スヌーピングを設定してから、関連付けられたセカンダリ 
VLAN で DHCP スヌーピングを別の値で設定すると、セカンダリ VLAN の設定は無効に
なります。

 – プライマリ VLAN で DHCP スヌーピングが設定されていない場合に、セカンダリ VLAN 
で DHCP スヌーピングを設定すると、設定はセカンダリ VLAN のみで有効になります。

 – セカンダリ VLAN 上で DHCP スヌーピングを手動設定すると、次のメッセージが表示さ
れます。

DHCP Snooping configuration may not take effect on secondary vlan XXX 

 – show ip dhcp snooping コマンドを実行すると、DHCP スヌーピングがイネーブルにされた
すべての VLAN（プライマリおよびセカンダリを含む）が表示されます。

DHCP スヌーピングの最小設定

DHCP スヌーピング機能の 小設定手順は以下の通りです。

1. DHCP サーバを定義し、設定します。

DHCP サーバの設定については、次の URL で、『Cisco IOS IP and IP Routing Configuration 
Guide』の「Configuring DHCP」を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt1/1cfdhcp.htm

2. 少なくとも 1 つの VLAN で DHCP スヌーピングをイネーブルにします。

デフォルトで、DHCP スヌーピングがすべての VLAN で非アクティブです。「VLAN 上での 
DHCP スヌーピングのイネーブル化」（p.46-11）を参照してください。

3. DHCP サーバが信頼できるインターフェイスを通じて接続されていることを確認します。

デフォルトでは、全インターフェイスの信頼状態は untrusted です。「レイヤ 2 LAN インター
フェイスでの DHCP 信頼状態の設定」（p.46-13）を参照してください。

4. DHCP スヌーピング データベース エージェントを設定します。

この手順により、再起動またはスイッチオーバー後にデータベース エントリが復元されるよ
うになります。「DHCP スヌーピング データベース エージェントの設定」（p.46-14）を参照し
てください。

5. DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化します。

この機能は、この手順を完了するまで有効になりません。「DHCP スヌーピングのグローバル
なイネーブル化」（p.46-9）を参照してください。

DHCP リレーをスイッチで設定する場合、以下の追加ステップが必要です。

1. DHCP リレー エージェント IP アドレスを定義し、設定します。

DHCP サーバが DHCP クライアントとは別のサブネット内にある場合、サーバ IP アドレスを
クライアント側 VLAN のヘルパー アドレス フィールドに設定します。

2. 信頼できないポート機能上に DHCP Option 82 を設定します。

「信頼できないポート上の DHCP Option 82 機能のイネーブル化」（p.46-10）を参照してくださ
い。
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DHCP スヌーピングの設定 
DHCP スヌーピングの設定
ここでは、DHCP スヌーピングを設定する手順について説明します。

 • DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化（p.46-9）
 • DHCP Option 82 データ挿入のイネーブル化（p.46-10）
 • 信頼できないポート上の DHCP Option 82 機能のイネーブル化（p.46-10）
 • DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化（p.46-11）
 • VLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化（p.46-11）
 • レイヤ 2 LAN インターフェイスでの DHCP 信頼状態の設定（p.46-13）
 • レイヤ 2 LAN インターフェイスでの DHCP スヌーピング レート制限の設定（p.46-13）
 • DHCP スヌーピング データベース エージェントの設定（p.46-14）
 • データベース エージェントの設定例（p.46-15）
 • バインディング テーブルの表示（p.46-18）

DHCP スヌーピングのグローバルなイネーブル化

（注） 後の設定手順としてこのコマンドを設定します（またはスケジュールされているメンテナンス
期間中に DHCP 機能をイネーブルにします）。DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化
すると、各ポートを設定しないかぎり、スイッチは DHCP 要求をドロップするためです。

DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化するには、次の作業を行います。

次に、DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip dhcp snooping 
Router(config)# do how ip dhcp snooping | include Switch 
Switch DHCP snooping is enabled
Router(config)#

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化
します。

Router(config)# no ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# do show ip dhcp snooping | 
include Switch 

設定を確認します。
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DHCP スヌーピングの設定
DHCP Option 82 データ挿入のイネーブル化

DHCP Option 82 データ挿入をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、DHCP Option 82 データ挿入をディセーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# no ip dhcp snooping information option 
Router(config)# do show ip dhcp snooping | include 82 
Insertion of option 82 is disabled
Router(config)#

次に、DHCP Option 82 データ挿入をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip dhcp snooping information option 
Router(config)# do show ip dhcp snooping | include 82 
Insertion of option 82 is enabled
Router(config)#

信頼できないポート上の DHCP Option 82 機能のイネーブル化

（注） 信頼できないポート上の DHCP Option 82 機能をイネーブルにした場合、スイッチは信頼できない
ポートで受信された Option 82 情報を含む DHCP パケットをドロップしません。信頼できない装
置が接続された集約スイッチでは、ip dhcp snooping information option allowed-untrusted コマン
ドを入力しないでください。

信頼できないポートで Option 82 情報を含む DHCP パケットを受信できるようにするには、次の
作業を行います。

次に、信頼できないポートの DHCP Option 82 機能をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping information 
option 

DHCP Option 82 データ挿入をイネーブルにしま
す。

Router(config)# no ip dhcp snooping information 
option 

DHCP Option 82 データ挿入をディセーブルにし
ます。

ステップ 2 Router(config)# do show ip dhcp snooping | 
include 82 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping information 
option allow-untrusted 

（任意）信頼できないポートで Option 82 情報を含
む着信 DHCP パケットを受信できるようにしま
す。

デフォルト設定は、ディセーブルです。

Router(config)# no ip dhcp snooping information 
option allow-untrusted 

信頼できないポート上の DHCP Option 82 機能を
ディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# do show ip dhcp snooping 設定を確認します。
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DHCP スヌーピングの設定 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip dhcp snooping information option allow-untrusted 
Router(config)#

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証のイネーブル化

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにすると、信頼できないポートで受信し
た DHCP パケット内の送信元 MAC アドレスが、クライアント ハードウェア アドレスと一致する
かどうかが検証されます。送信元 MAC アドレスはパケットに関連付けられたレイヤ 2 フィール
ドで、クライアント ハードウェア アドレスは DHCP パケット内のレイヤ 3 フィールドです。

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブル化するには、次の作業を行います。

次に、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address 
Router(config)# do show ip dhcp snooping | include hwaddr 
Verification of hwaddr field is disabled
Router(config)#

次に、DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip dhcp snooping verify mac-address 
Router(config)# do show ip dhcp snooping | include hwaddr 
Verification of hwaddr field is enabled
Router(config)#

VLAN 上での DHCP スヌーピングのイネーブル化

デフォルトでは、DHCP スネーピング機能がすべての VLAN で非アクティブです。この機能は 1 
つの VLAN、または特定の VLAN 範囲でイネーブルにできます。

VLAN でイネーブルになると、DHCP スヌーピング機能によって MFC3 の VACL テーブル内に 4 
つのエントリが作成されます。これらのエントリにより、PFC3 この VLAN 上のすべての DHCP 
メッセージを代行受信し、RP に送信します。DHCP スヌーピング機能は RP 上でソフトウェアに
実装されています。

VLAN 上での DHCP スヌーピングをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping verify 
mac-address 

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をイ
ネーブルにします。

Router(config)# no ip dhcp snooping verify 
mac-address 

DHCP スヌーピングの MAC アドレス検証をディ
セーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# do show ip dhcp snooping | 
include hwaddr 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping vlan {{vlan_ID 
[vlan_ID]} | {vlan_range} 

VLAN または VLAN 範囲に対して DHCP スヌー
ピングをイネーブルにします。

Router(config)# no ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# do show ip dhcp snooping 設定を確認します。
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DHCP スヌーピングの設定
DHCP スヌーピングは 1 つの VLAN、または特定の VLAN 範囲に対して設定できます。

 • 1 つの VLAN で設定するには、1 つの VLAN 番号を入力します。

 • 特定の VLAN 範囲を設定するには、開始 VLAN 番号と終了 VLAN 番号を入力するか、また
は一組の VLAN 番号をダッシュ（-）でつなげて指定します。

 • 複数の VLAN 番号をカンマで区切って入力することも、一組の VLAN 番号をダッシュでつな
げて入力することもできます。

次に、VLAN 10 ～ 12 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10 12 
Router(config)# 

次に、別の方法で VLAN 10 ～ 12 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10-12 

次に、別の方法で VLAN 10 ～ 12 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10,11,12 

次に、VLAN 10 ～ 12、および VLAN 15 で DHCP スヌーピングをイネーブルにする例を示しま
す。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10-12,15 

次に、設定を確認する例を示します。

Router(config)# do show ip dhcp snooping 
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10-12,15
DHCP snooping is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following Interfaces:

Insertion of option 82 is enabled
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
Router# 
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DHCP スヌーピングの設定 
レイヤ 2 LAN インターフェイスでの DHCP 信頼状態の設定

レイヤ 2 LAN インターフェイス上で DHCP 信頼状態を設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/12 を信頼できるポートとして設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface FastEthernet 5/12 
Router(config-if)# ip dhcp snooping trust 
Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | begin pps 
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
FastEthernet5/12             yes         unlimited
Router# 

次に、ポート FastEthernet 5/12 を信頼できないポートとして設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface FastEthernet 5/12 
Router(config-if)# no ip dhcp snooping trust 
Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | begin pps 
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
FastEthernet5/12             no          unlimited
Router# 

レイヤ 2 LAN インターフェイスでの DHCP スヌーピング レート制限
の設定

レイヤ 2 LAN インターフェイス上で DHCP スヌーピングのレート制限を設定するには、次の作業
を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {type1 slot/port | 
port-channel number} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

（注） switchport コマンドが設定された LAN 
ポート、またはレイヤ 2 ポートチャネル 
インターフェイスのみを選択してくださ
い。

ステップ 2 Router(config-if)# ip dhcp snooping trust インターフェイスを trusted として設定します。

Router(config-if)# no ip dhcp snooping trust デフォルトの信頼状態（untrusted）に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | 
begin pps 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {type1 slot/port | 
port-channel number} 

設定するインターフェイスを選択します。

（注） switchport コマンドが設定された LAN 
ポート、またはレイヤ 2 ポートチャネル 
インターフェイスのみを選択してくださ
い。

ステップ 2 Router(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 
rate 

DHCP パケットのレート制限を設定します。
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DHCP スヌーピングの設定
レイヤ 2 LAN インターフェイス上で DHCP スヌーピングのレート制限を設定する場合は、次の点
に注意してください。

 • 信頼できないインターフェイスでのレートは、100 pps（パケット / 秒）以下に制限すること
を推奨します。

 • 信頼できるインターフェイスにレート制限を設定する場合は、DHCP スヌーピングをイネー
ブルにしている VLAN を複数収容するトランク ポートでは、レート制限を高い値に設定する
ことを推奨します。

 • DHCP スヌーピングでは、レート制限を超過したポートは errdisable ステートとなります。

次の例は、ポート FastEthernet 5/12 を、DHCP パケットのレート制限によって 100 pps に制限する
方法を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface FastEthernet 5/12 
Router(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 100 
Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | begin pps 
Interface                    Trusted     Rate limit (pps)
------------------------     -------     ----------------
FastEthernet5/12             no          100 
Router# 

DHCP スヌーピング データベース エージェントの設定

DHCP スヌーピング データベース エージェントを設定するには、次の 1 つまたは複数の作業を
行ってください。

ステップ 3 Router(config-if)# no ip dhcp snooping limit rate DHCP パケットのレート制限をディセーブルにし
ます。

ステップ 4 Router(config-if)# do show ip dhcp snooping | 
begin pps 

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

Router(config)# ip dhcp snooping database { _url | 
write-delay seconds | timeout seconds } 

データベース エージェント（またはファイル）の URL、
および関連するタイムアウト値を設定します。

Router(config)# no ip dhcp snooping database 
[write-delay | timeout] 

設定を消去します。

Router# show ip dhcp snooping database [detail] データベース エージェントの現在の動作状態、および転
送に関連する統計情報を表示します。

Router# clear ip dhcp snooping database statistics データベース エージェントに関連する統計情報を消去し
ます。

Router# renew ip dhcp snooping database [validation 
none] [url] 

指定の URL にあるファイルからのエントリの読み取りを
要求します。

Router# ip dhcp snooping binding mac_address vlan 
vlan_ID ip_address interface ifname expiry 
lease_in_seconds 

バインディングをスヌーピング データベースに追加しま
す。

Router# no ip dhcp snooping binding mac_address vlan 
vlan_ID ip_address interface ifname 

スヌーピング データベースからバインディングを削除し
ます。
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DHCP スヌーピングの設定 
DHCP スヌーピング データベース エージェントを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • DHCP スヌーピング データベースには少なくとも 8,000 バインディングが格納されます。

 • スイッチの記憶装置の記憶領域が消費されることを避けるため、ファイルは TFTP（簡易
ファイル転送プロトコル）サーバ上に保存します。

 • スイッチオーバーが発生した場合、TFTP からアクセス可能なリモート ロケーションにファ
イルが保存されていれば、新たにアクティブになったスーパーバイザ エンジンはこのバイン
ディング リストを使用できます。

 • ネットワークベースの URL（TFTP、FTP [ 簡易転送プロトコル ] など）では、スイッチが一
連のバインディングを初めて書き込む前に、設定した URL に空のファイルを作成しておく必
要があります。

データベース エージェントの設定例

ここでは、データベース エージェントの設定例を紹介します。

 • 例 1：データベース エージェントのイネーブル化（p.46-15）
 • 例 2：TFTP ファイルからのバインディング エントリの読み取り（p.46-16）
 • 例 3：DHCP スヌーピング データベースへの情報の追加（p.46-18）

例 1：データベース エージェントのイネーブル化

次の例は、指定の場所にバインディングを保存するように DHCP スヌーピング データベース 
エージェントを設定し、この設定内容と動作状態を表示する方法を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip dhcp snooping database tftp://10.1.1.1/directory/file 
Router(config)# end 
Router# show ip dhcp snooping database detail 
Agent URL : tftp://10.1.1.1/directory/file
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : 7 (00:00:07)
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : 17:14:25 UTC Sat Jul 7 2001
Last Failed Reason : Unable to access URL.

Total Attempts       :       21   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :       21
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :       21
Media Failures       :        0

First successful access: Read

Last ignored bindings counters :
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
Last Ignored Time : None

Total ignored bindings counters:
Binding Collisions    :        0   Expired leases    :        0
Invalid interfaces    :        0   Unsupported vlans :        0
Parse failures        :        0
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DHCP スヌーピングの設定
Router#

出力結果の 初の 3 行は、設定した URL、および関連するタイマー設定値を表します。次の 3 行
は、動作状態のほか、書き込み遅延時間および中断タイマーが満了するまでに残された時間を表
します。

出力結果にはこのほか、Startup Failures に、スタートアップ時の読み取りまたはファイル作成の
試みに失敗した回数が表示されます。

（注） TFTP サーバ上に一時ファイルを作成するには、touch コマンドを使用して、TFTP サーバのデー
モン ディレクトリ内に作成します。一部の UNIX 実装では、ファイルには完全な読み取りおよび
書き込みアクセス許可（777）を設定する必要があります。

DHCP スヌーピング バインディングは、MAC アドレスと VLAN の組み合わせに重点を置いてい
ます。リモート ファイル内のエントリが、スイッチがすでにバインディングを持つ MAC アドレ
スと VLAN の組み合わせを表す場合は、リモート ファイルの読み取り時にこのエントリは無視
されます。このような状態を、バインディング コリジョンと呼びます。

ファイル内のエントリに示されたリース期間が、ファイルの読み取り時にすでに経過している場
合は、このエントリは無効になります。Expired leases カウンタは、このような状況によって無視
されたバインディングの数を示します。Invalid interfaces カウンタは、読み取りが行われた時点
で、エントリが参照するインターフェイスがシステム内にすでに存在しない場合、ルータである
場合、または DHCP スヌーピングにおいて信頼できるインターフェイス（存在する場合）である
場合に無視されたバインディングの数を示します。Unsupportes vlans は、エントリの示す VLAN 
がシステム上でサポートされないために無視されたエントリの数を示します。Parse failures カウ
ンタは、ファイル内のエントリの意味をスイッチが解析できなかったために無視されたエントリ
の数を示します。

スイッチは、このように無視されたバインディングに対し、2 種類のカウンタを維持します。1 
つは、上記の条件が 1 つ以上該当するために無視された 1 つ以上のバインディングを持つ、個々
の読み取りに対するカウンタです。これらのカウンタは、Last ignored bindings counters として表
示されます。もう 1 つは Total ignored bindings counters で、スイッチのブートアップ以降のすべて
の読み取りで無視されたバインディングの合計数を示します。これらの 2 種類のカウンタは、
clear コマンドによって消去されます。合計カウンタのセットには、 後に消去した時点からの
無視されたバインディングの累積数が示されているとみなすことができます。

例 2：TFTP ファイルからのバインディング エントリの読み取り

TFTP ファイルからエントリを手動で読み取るには、次の作業を行います。

次に、tftp://10.1.1.1/directory/file からエントリを手動で読み取る例を示します。

Router# show ip dhcp snooping database 
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show ip dhcp snooping database DHCP スヌーピング データベース エージェント
の統計情報を表示します。

ステップ 2 Router# renew ip dhcp snoop data url スイッチに、指定の URL からファイルを読み取
るように指示します。

ステップ 3 Router# show ip dhcp snoop data 読み取りのステータスを表示します。

ステップ 4 Router# show ip dhcp snoop bind バインディングの読み取りが正常に行われたか
どうかを確認します。
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DHCP スヌーピングの設定 
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : None
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        0   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        0   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        0   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0
Router# renew ip dhcp snoop data tftp://10.1.1.1/directory/file 
Loading directory/file from 10.1.1.1 (via GigabitEthernet1/1): !
[OK - 457 bytes]
Database downloaded successfully.

Router#
00:01:29: %DHCP_SNOOPING-6-AGENT_OPERATION_SUCCEEDED: DHCP snooping database Read 
succeeded.
Router# show ip dhcp snoop data 
Agent URL : 
Write delay Timer : 300 seconds
Abort Timer : 300 seconds

Agent Running : No
Delay Timer Expiry : Not Running
Abort Timer Expiry : Not Running

Last Succeeded Time : 15:24:34 UTC Sun Jul 8 2001
Last Failed Time : None
Last Failed Reason : No failure recorded.

Total Attempts       :        1   Startup Failures :        0
Successful Transfers :        1   Failed Transfers :        0
Successful Reads     :        1   Failed Reads     :        0
Successful Writes    :        0   Failed Writes    :        0
Media Failures       :        0
Router#
Router# show ip dhcp snoop bind 
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:05   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  512   GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:02   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  512   GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:04   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1536  GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:03   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1024  GigabitEthernet1/1
00:01:00:01:00:01   1.1.1.1          49810       dhcp-snooping  1     GigabitEthernet1/1
Router# clear ip dhcp snoop bind 
Router# show ip dhcp snoop bind   
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
Router#
46-17
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 46 章      DHCP スヌーピングの設定         

DHCP スヌーピングの設定
例 3：DHCP スヌーピング データベースへの情報の追加

DHCP スヌーピング データベースにバインディングを手動で追加するには、次の作業を行いま
す。

次に、DHCP スヌーピング データベースにバインディングを手動で追加する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
Router#
Router# ip dhcp snooping binding 1.1.1 vlan 1 1.1.1.1 interface gi1/1 expiry 1000 

Router# show ip dhcp snooping binding 
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:01   1.1.1.1          992         dhcp-snooping  1     GigabitEthernet1/1
Router#

バインディング テーブルの表示

個々のスイッチ用の DHCP スヌーピング バインディング テーブルは、信頼できないポートに対
応するバインディング エントリを保持します。このテーブルには、信頼できるポートと相互接続
するホストについての情報は含まれません。相互接続する各スイッチは、それぞれ独自の DHCP 
スヌーピング バインディング テーブルを持つためです。

次に、スイッチの DHCP スヌーピング バインディング情報を表示する例を示します。

Router# show ip dhcp snooping binding 
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:B3:3F:3B:99   55.5.5.2         6943        dhcp-snooping  10    FastEthernet6/10

表 46-2 では、show ip dhcp snooping binding コマンドの出力結果における各フィールドについて
説明します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング データベースを表示します。

ステップ 2 Router# ip dhcp snooping binding binding_id vlan 
vlan_id interface interface expiry lease_time 

ip dhcp snooping EXEC コマンドを使用して、バ
インディングを追加します。

ステップ 3 Router# show ip dhcp snooping binding DHCP スヌーピング データベースをチェックし
ます。

表 46-2 show ip dhcp snooping binding コマンドの出力結果 

フィールド 説明

MAC Address クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IP Address DHCP サーバから割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease (seconds) IP アドレスのリース期間

Type バインディング タイプ：DHCP スヌーピングによって学習された
ダイナミック バインディング、またはスタティックに設定された
バインディング

VLAN クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP クライアント ホストに接続されるインターフェイス
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IP ソース ガードの設定

この章では、IP ソース ガードを設定する手順について説明します。IP ソース ガードは 
Release12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • IP ソース ガードの概要（p.47-1）
 • スイッチ上での IP ソース ガードの設定（p.47-3）
 • IP ソース ガード情報の表示（p.47-4）
 • IP ソース バインディング情報の表示（p.47-6）

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat6000/122sx/cmdref/index.htm

IP ソース ガードの概要
IP ソース ガードは、レイヤ 2 ポートでソース IP アドレス フィルタリングを提供して、悪意のあ
るホストが正規のホストの IP アドレスを装うことで正規のホストを偽装することを防ぎます。
この機能では、ダイナミック DHCP スヌーピングおよびスタティック IP ソース バインディング
を使用して、IP アドレスと信頼できないレイヤ 2 アクセス ポート上のホストを照合します。

まず、DHCP パケットを除く、保護済みポート上の全 IP トラフィックがブロックされます。クラ
イアントが DHCP サーバから IP アドレスを受信したあと、またスタティック IP ソース バイン
ディングが管理者によって設定されたあと、その IP 送信元アドレスのある全トラフィックがそ
のクライアントから許可されます。他のホストからのトラフィックは拒否されます。このフィル
タリングは、近接ホストの IP アドレスを要求することで、ネットワークを攻撃するホストの能
力を制限します。IP ソース ガードは、暗黙的な Port Access Control List（PACL; ポート アクセス 
コントロール リスト）を自動的に作成するポートベースの機能です。

IP ソース ガードと VLAN ベース機能との相互作用

access-group mode コマンドを使用して、IP ソース ガードと VLAN ベース機能（VACL、Cisco 
IOS ACL、RACL 等）との相互作用方法を指定します。

優先ポート モードでは、IP ソース ガードがインターフェイスに設定されている場合、IP ソース 
ガードが他の VLAN ベース機能を無効にします。IP ソース ガードがインターフェイスに設定さ
れていない場合、他の VLAN ベース機能が入力方向に結合されてインターフェイスに適用されま
す。
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IP ソース ガードの概要
結合モードでは、IP ソース ガードと VLAN ベース機能が入力方向に結合されて、インターフェ
イスに適用されます。これがデフォルトのアクセスグループ モードです。

チャネル ポート

IP ソース ガードは、メインのレイヤ 2 チャネル インターフェイスでサポートされていますが、
ポート メンバではサポートされていません。IP ソース ガードがメインのレイヤ 2 チャネル イン
ターフェイスで適用されている場合、チャネル内のすべてのメンバ ポートに適用されます。

トランク ポート

IP ソース ガードはトランク ポートでサポートされていません。

レイヤ 2 および レイヤ 3 ポート変換

IP ソース ガード ポリシーがレイヤ 2 ポートに適用されて、その後そのポートをレイヤ 3 ポートに
変更した場合、IP ソース ガード ポリシーは機能しなくなりますが、設定内には残ります。ポー
トをレイヤ 2 ポートに変更し戻すと、IP ソース ガード ポリシーが再び有効になります。

IP ソース ガードと音声 VLAN
IP ソース ガードは、音声 VLAN に属するレイヤ 2 ポートをサポートしています。レイヤ 2 ポート
に音声 VLAN を設定するには、switchport voice vlan コマンドを使用します。音声 VLAN でアク
ティブになっている IP ソース ガードの場合、DHCP スヌーピングが音声 VLAN でイネーブルに
なっている必要があります。結合モードで、IP ソース ガード機能はアクセス VLAN 上に設定さ
れている VACL と Cisco IOS ACL に結合されます。

IP ソース ガードの制約事項

IP ソース ガード機能はハードウェアでのみサポートされているため、十分なハードウェア リ
ソースが利用できない場合 IP ソース ガードは適用されません。これらのハードウェア リソース
はシステムに設定されている他のさまざまな ACL 機能と共有されています。次の制約事項が IP 
ソース ガードに適用されます。

 • 入力レイヤ 2 ポートでのみサポートされています。

 • ハードウェアでのみサポートされています。

 • ソフトウェアで処理されるトラフィックには適用されません。

 • MAC アドレスに基づくトラフィックのフィルタリングはサポートしていません。

 • プライベート VLAN ではサポートされません。
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スイッチ上での IP ソース ガードの設定  
スイッチ上での IP ソース ガードの設定
IP ソース ガードをイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） スタティック IP ソース バインディングは、レイヤ 2 ポートにのみ設定可能です。
ip source binding vlan interface コマンドをレイヤ 3 ポートに設定した場合、次のようなエラー 
メッセージを受信します。

Static IP source binding can only be configured on switch port.

no キーワードは、対応する IP ソース バインディング エントリを削除します。削除が正常に実行
されるために、このコマンドではすべての必須パラメータが正確に一致しなければなりません。

次に、VLAN 10 ～ 20 上においてレイヤ 2 単位で IP ソース ガードをイネーブルにする例を示しま
す。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip dhcp snooping DHCP スヌーピングをグローバルにイネーブル化
します。

no キーワードを使用して DHCP スヌーピングを
ディセーブルにできます。

ステップ 2 Router(config)# ip dhcp snooping vlan number 
[number]

VLAN 上で DHCP スヌーピングをイネーブルに
します。

ステップ 3 Router(config)# interface interface-name 設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 4 Router(config-if)# no ip dhcp snooping trust インターフェイスを信頼できないと設定する場
合は、no キーワードを使用します。

ステップ 5 Router(config-if)# ip verify source [vlan 
{dhcp-snooping | vlan-list}] [port-security]

IP ソース ガード、送信元 IP アドレス フィルタリ
ングをポートでイネーブルにします。コマンド 
オプションは以下の通りです。

 • vlan の場合、インターフェイス上の特定の 
VLAN にのみ機能が適用されます。
dhcp-snooping オプションの場合、DHCP ス
ヌーピングがイネーブルであるインターフェ
イス上にあるすべての VLAN に機能が適用
されます。

 • port-security により MAC アドレス フィルタ
リングがイネーブルになります。この機能は
現在サポートされていません。

ステップ 6 Router(config-if)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

ステップ 7 Router(config)# ip source binding mac-address 
vlan vlan-id ip-address interface interface-name

（任意）スタティック IP バインディングをポート
に設定します。

ステップ 8 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 9 Router# show ip verify source [interface 
interface-name]

設定を確認します。
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IP ソース ガード情報の表示
Router(config)# ip dhcp snooping
Router(config)# ip dhcp snooping vlan 10 20
Router(config)# interface fa6/1
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# switchport access vlan 10
Router(config-if)# no ip dhcp snooping trust
Router(config-if)# ip verify source vlan dhcp-snooping
Router(config-if)# end
Router# show ip verify source interface f6/1
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address        Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  -----------------  ----------
Fa6/1      ip           active       10.0.0.1                            10  
Fa6/1      ip           active       deny-all                            11-20  
Router#

出力は、VLAN 10 に対して有効な DHCP バインディングが 1 つあることを示しています。

次の例では、優先ポート モードを使用するようインターフェイスを設定します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Router(config-if)# access-group mode prefer port

次の例では、マージ モードを使用するようインターフェイスを設定します。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 6/1
Router(config-if)# access-group mode merge

IP ソース ガード情報の表示
スイッチ上にあるすべてのインターフェイスの IP ソース ガード PACL 情報を表示するには、次
の作業を行います。

次に、DHCP スヌーピングが VLAN 10 ～ 20 でイネーブルで、インターフェイス fa6/1 が IP フィ
ルタリング用に設定されていて、既存の IP アドレス バインディング 10.0.01 が VLAN 10 上にある
例を示します。

Router# show ip verify source interface fa6/1
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/1      ip           active       10.0.0.1                         10
fa6/1      ip           active       deny-all                         11-20

（注） 2 番めのエントリは、デフォルト PACL（全 IP トラフィックを拒否）が有効な IP ソース バイン
ディングのないスヌーピング対応 VLAN のポートにインストールされていることを示していま
す。

次に、信頼できるポートの PACL 情報が表示されている例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/2      ip           inactive-trust-port

コマンド 目的

Router# show ip verify source [interface 
interface-name]

スイッチ上にあるすべてのインターフェイスま
たは指定のインターフェイス上にある IP ソース 
ガード PACL 情報を表示します。
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IP ソース ガード情報の表示  
次に、DHCP スヌーピングが設定されていない VLAN 内にあるポートの PACL 情報が表示されて
いる例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/3      ip           inactive-no-snooping-vlan

次に、IP/MAC フィルタリング用に設定された複数のバインディングのあるポートの PACL 情報
が表示されている例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/4      ip           active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
fa6/4      ip           active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
fa6/4      ip           active       deny-all         deny-all        12-20

次に、IP/MAC フィルタリングが設定されているもののポート セキュリティが設定されていない
ポートの PACL 情報が表示されている例を示します。

Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/5      ip           active       10.0.0.3         permit-all      10
fa6/5      ip           active       deny-all         permit-all      11-20

（注） ポート セキュリティがイネーブルでないため MAC アドレス フィルタは全許可を示しているの
で、MAC フィルタはポート /VLAN に適用されておらず、事実上ディセーブルです。常にポート 
セキュリティを 初にイネーブルにしてください。

次に、IP 送信元フィルタ モードが設定されていないポートで show ip verify source コマンドを入
力したときのエラー メッセージの例を示します。

Router# show ip verify source interface fa6/6
IP Source Guard is not configured on the interface fa6/6.

次に、IP ソース ガードがイネーブルであるスイッチの全インターフェイスを表示する例を示し
ます。

Router# show ip verify source
Interface  Filter-type  Filter-mode  IP-address       Mac-address     Vlan
---------  -----------  -----------  ---------------  --------------  ---------
fa6/1      ip           active       10.0.0.1                         10
fa6/1      ip           active       deny-all                         11-20
fa6/2      ip           inactive-trust-port
fa6/3      ip           inactive-no-snooping-vlan
fa6/4      ip           active       10.0.0.2         aaaa.bbbb.cccc  10
fa6/4      ip           active       11.0.0.1         aaaa.bbbb.cccd  11
fa6/4      ip           active       deny-all         deny-all        12-20
fa6/5      ip           active       10.0.0.3         permit-all      10
fa6/5      ip           active       deny-all         permit-all      11-20
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IP ソース バインディング情報の表示
IP ソース バインディング情報の表示
スイッチ上にあるすべてのインターフェイスに設定されたすべての IP ソース バインディングを
表示するには、次の作業を行います。

次に、スイッチ上にあるすべてのインターフェイスに設定されたすべての IP ソース バインディ
ングを表示する例を示します。

Router# show ip source binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:B3:3F:3B:99   55.5.5.2         6522        dhcp-snooping  10    FastEthernet6/10
00:00:00:0A:00:0B   11.0.0.1         infinite    static         10    FastEthernet6/10
Router#

表 47-1 では、show ip source binding コマンドの出力結果における各フィールドについて説明しま
す。

コマンド 目的

Router# show ip source binding [ip-address] 
[mac-address] [dhcp-snooping | static] 
[vlan vlan-id] [interface interface-name]

オプションの指定表示フィルタを使用した IP 
ソース バインディングを表示します。

dhcp-snooping フィルタは、DHCP スヌーピング
がイネーブルであるインターフェイス上にある
すべての VLAN を表示します。

表 47-1 show ip source binding コマンドの出力結果 

フィールド 説明

MAC Address クライアント ハードウェアの MAC アドレス

IP Address DHCP サーバから割り当てられたクライアント IP アドレス

Lease (seconds) IP アドレスのリース期間

Type バインディング タイプ。CLI（コマンドライン インターフェイス）
から DHCP スヌーピングで学習されたダイナミック バインディン
グに設定されたスタティック バインディング。

VLAN クライアント インターフェイスの VLAN 番号

Interface DHCP クライアント ホストに接続されるインターフェイス
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DAI の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に Dynamic Address Resolution Protocol（ARP; アド
レス解決プロトコル）Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）を設定する方法に
ついて説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • DAI の概要（p.48-1）
 • DAI のデフォルト設定（p.48-5）
 • DAI 設定時の注意事項および制約事項（p.48-6）
 • DAI の設定（p.48-7）
 • DAI の設定例（p.48-16）

DAI の概要
ここでは、DAI によって ARP スプーフィング攻撃を防止する方法について説明します。

 • ARP の概要（p.48-1）
 • ARP スプーフィング攻撃の概要（p.48-2）
 • DAI および ARP スプーフィング攻撃の概要（p.48-2）

ARP の概要

ARP では、IP アドレスを MAC（メディア アクセス制御）アドレスにマッピングすることで、レ
イヤ 2 ブロードキャスト ドメイン内の IP 通信を実現します。たとえば、ホスト B がホスト A に
情報を送信しようとする場合、ホスト B の ARP キャッシュにホスト A の MAC アドレスが存在し
ないとします。ホスト B はホスト A の IP アドレスに関連付けられた MAC アドレスを取得するた
め、このブロードキャスト ドメイン内の全ホストに対してブロードキャスト メッセージを送信
します。ブロードキャスト ドメイン内の全ホストはこの ARP 要求を受信し、これに対してホス
ト A は自身の MAC アドレスを返します。
48-1
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DAI の概要
ARP スプーフィング攻撃の概要

ARP スプーフィング攻撃と ARP キャッシュ ポイズニングは、ARP 要求を受信していない場合で
も ARP によってホストが無償応答できるため発生する可能性があります。攻撃が開始されると、
攻撃を受けた機器からのすべてのトラフィックは、攻撃者のコンピュータを経由してルータ、ス
イッチ、またはホストに送信されるようになります。

ARP スプーフィング攻撃では、サブネットに接続されたシステムの ARP キャッシュをポイズニ
ング（汚染）し、このサブネット上にある他のホスト宛てのトラフィックを代行受信すること
で、レイヤ 2 ネットワークに接続されたホスト、スイッチ、およびルータを攻撃します。図 48-1 
は、ARP キャッシュ ポイズニングの例を示します。

図 48-1 ARP キャッシュ ポイズニング

ホスト A、B、C は、それぞれインターフェイス A、B、C を介してスイッチに接続されていま
す。すべてのホストは同一サブネットに属します。カッコ内は、各ホストの IP および MAC アド
レスを示します。たとえば、ホスト A は IP アドレス [IA]、および MAC アドレス [MA] を使用し
ます。ホスト A が IP レイヤ上でホスト B と通信する場合は、ホスト A は IP アドレス IB に関連
付けられた MAC アドレスを尋ねる ARP 要求をブロードキャストします。スイッチとホスト B は
この ARP 要求を受信すると、IP アドレス IA および MAC アドレス MA を持つホストの ARP バイ
ンディングを、それぞれの ARP キャッシュ内に書き込みます。たとえば、IP アドレス IA は 
MAC アドレス MA にバインドされます。ホスト B が応答すると、スイッチとホスト A は、IP ア
ドレス IB および MAC アドレス MB を持つホストのバインディングを、それぞれの ARP キャッ
シュ内に書き込みます。

ホスト C は、IP アドレス IA（または IB）および MAC アドレス MC を持つホストのバインディン
グによって偽装した ARP 応答をブロードキャストすることで、ホスト A、およびホスト B のス
イッチの ARP キャッシュをポイズニングできます。ARP キャッシュがポイズニングされたホス
トは、IA または IB 宛てのトラフィックに、宛先 MAC アドレスとして MAC アドレス MC を使用
します。つまり、ホスト C がこのトラフィックを代行受信することになります。ホスト C は IA 
および IB に関連付けられた本物の MAC アドレスを知っているため、正しい MAC アドレスを宛
先として使用することで、代行受信したトラフィックをこれらのホストに転送できます。ホスト 
C は、ホスト A からホスト B へのトラフィック ストリーム内に自身を割り込ませています。これ
は、man-in-the-middle 攻撃の典型的なトポロジです。

DAI および ARP スプーフィング攻撃の概要

DAI は、ネットワーク内の ARP パケットを検証するセキュリティ機能です。DAI は、IP アドレ
スと MAC アドレスとの無効なバインディングを持つ ARP パケットを代行受信、ログ記録、およ
びドロップします。この機能により、一部の man-in-the-middle 攻撃からネットワークを保護でき
ます。

A B

C

 A
IA MA

 B
IB MB

 C man-in-the-middle
IC  MC 11

17
50
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DAI の概要 
DAI を使用することで、有効な ARP 要求および応答だけが中継されることを保証できます。ス
イッチの動作は次のとおりです。

 • 信頼できないポートを経由したすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信します。

 • 代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスの有効なバインディングを持つこ
とを確認してから、ローカル ARP キャッシュを更新するか、または適切な宛先にパケットを
転送します。

 • 無効な ARP パケットはドロップします。

DAI は信頼できるデータベースに保存された有効な IP アドレスおよび MAC アドレス バインディ
ングに基づき、ARP パケットの有効性を判断します。このデータベースを、DHCP スヌーピング 
バインディング データベースと呼びます。このデータベースは、VLAN およびスイッチ上で 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）スヌーピングがイネーブルにされている場合に、
DHCP スヌーピングによって構築されます。信頼できるインターフェイス上で ARP パケットを受
信した場合は、スイッチはこのパケットを検査せずに転送します。信頼できないインターフェイ
スでは、スイッチは有効性を確認できたパケットのみを転送します。

DAI では、スタティックに設定した IP アドレスを持つホストに対し、ユーザ定義の Access 
Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）に照合することで ARP パケットを検証できま
す（「DAI フィルタリングのための ARP ACL の適用」[p.48-9] を参照）。スイッチは、ドロップさ
れたパケットを記録します（「ドロップされたパケットのロギング」[p.48-5] を参照）。

DAI では、パケット内の IP アドレスが無効な場合に ARP パケットをドロップするのか、または 
ARP パケット本体の MAC アドレスがイーサネット ヘッダーに指定されたアドレスと一致しない
場合に ARP パケットをドロップするのかを設定できます（「追加検証のイネーブル化」[p.48-11] 
を参照）。

インターフェイスの信頼状態とネットワーク セキュリティ

DAI は、スイッチの各インターフェイスに信頼状態を関連付けます。信頼できるインターフェイ
ス上で受信されたパケットは、DAI のすべての有効性検査をバイパスしますが、信頼できないイ
ンターフェイス上で受信されたパケットには、DAI の有効性検査が行われます。

一般的なネットワーク設定では、ホスト ポートに接続されているすべてのスイッチ ポートを信
頼できないポートとして、スイッチに接続されているすべてのスイッチ ポートは信頼できるポー
トとして設定します。この設定では、特定スイッチからネットワークに送信されるすべての ARP 
パケットは、セキュリティ検査をバイパスします。VLAN 内、またはネットワーク内のその他の
場所では、他の検査を実行する必要はありません。信頼状態を設定するには、ip arp inspection 
trust 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。

注意 信頼状態の設定は、慎重に行ってください。信頼すべきインターフェイスを信頼できないイン
ターフェイスとして設定すると、接続が失われる場合があります。

図 48-2 では、スイッチ A とスイッチ B の両方が、ホスト 1 およびホスト 2 を収容する VLAN 上
で DAI を実行していると仮定します。ホスト 1 とホスト 2 がスイッチ A に接続されている DHCP 
サーバから IP アドレスを取得すると、スイッチ A だけがホスト 1 の IP/MAC アドレスをバインド
します。したがって、スイッチ A とスイッチ B 間のインターフェイスが信頼できない場合は、ホ
スト 1 からの ARP パケットはスイッチ B ではドロップされます。こうして、ホスト 1 とホスト 2 
の間の接続が失われます。
48-3
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 48 章      DAI の設定         

DAI の概要
図 48-2 DAI をイネーブルにした VLAN での ARP パケット検証

実際には信頼できないインターフェイスを信頼できるインターフェイスとして設定すると、ネッ
トワーク内にセキュリティ ホールが生じます。スイッチ A が DAI を実行していなければ、ホス
ト 1 はスイッチ B（スイッチ間のリンクが信頼可能として設定されている場合はホスト 2 も同様）
の ARP キャッシュを簡単にポイズニングできます。この状況は、スイッチ B が DAI を実行して
いる場合でも起こりえます。

DAI は、DAI を実行するスイッチに接続された、信頼できないインターフェイス上のホストが、
ネットワーク内の他のホストの ARP キャッシュをポイズニングしないように保証します。ただ
し、ネットワークのその他の場所にあるホストが、DAI を実行するスイッチに接続されたホスト
のキャッシュをポイズニングする可能性は防止できません。

VLAN 内の一部のスイッチが DAI を実行し、他のスイッチは DAI を実行していない状況では、
これらのスイッチに接続されたインターフェイスを信頼できないインターフェイスとして設定し
ます。ただし、DAI が設定されていないスイッチからのパケットのバインディングを検証するに
は、DAI を実行するスイッチ上で ARP ACL を設定します。こうしたバインディングを判断でき
ない場合は、レイヤ 3 において、DAI を実行するスイッチを DAI を実行しないスイッチから切り
離します。設定の詳細については、「例 2：1 つのスイッチが DAI をサポートする場合」（p.48-21）
を参照してください。

（注） DHCP サーバとネットワークのセットアップ方法によっては、VLAN 内のすべてのスイッチで、
特定の ARP パケットを検証できない場合もあります。

ARP パケットのレート制限

スイッチは、DAI 有効性検査を実行することで着信 ARP パケットをレート制限して、DoS 攻撃
（サービス拒絶攻撃）を防止します。デフォルトでは、信頼できないインターフェイスのレート
は 15 pps（パケット / 秒）です。信頼できるインターフェイスは、レート制限されません。この
設定を変更するには、ip arp inspection limit 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。

着信 ARP パケットのレートが、設定したレート制限を超えると、スイッチはこのポートを 
errdisable ステートに設定します。ユーザが介入するまで、ポートはこの状態を維持します。
errdisable recovery グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、errdisable ステー
トの回復をイネーブルにできます。これによって、ポートは指定のタイムアウト期間が経過する
と、この状態から自動的に回復するようになります。

設定の詳細については、「ARP パケットのレート制限の設定」（p.48-10）を参照してください。

DHCP 

A B

 1  2

 6/3  3/3
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DAI のデフォルト設定 
ARP ACL および DHCP スヌーピング エントリの相対的なプライオ
リティ

DAI では DHCP スヌーピング バインディング データベースを使用して、有効な IP アドレスおよ
び MAC アドレスのバインディング一覧を維持します。

DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリより、ARP ACL のほうが優先さ
れます。ACL は、ip arp inspection filter 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
スイッチを設定している場合に限り、スイッチに適用されます。スイッチはまず、ARP パケット
を、ユーザが設定した ARP ACL と照合します。ARP パケットが ARP ACL によって拒否される場
合は、DHCP スヌーピングによって書き込まれた有効なバインディングがデータベース内に存在
する場合であっても、スイッチはこのパケットを拒否します。

ドロップされたパケットのロギング

スイッチはパケットをドロップすると、ログ バッファ内にエントリを作成して、レート制限に基
づくシステム メッセージを生成します。メッセージが生成されたあとは、スイッチはこのエント
リをログ バッファから消去します。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信
元および宛先 IP アドレス、送信元および宛先 MAC アドレスといったフロー情報が記録されま
す。

ip arp inspection log-buffer グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、バッファ
内のエントリ数や、システム メッセージ生成までの指定のインターバルに必要とされるエントリ
数を設定できます。ログ記録されるパケットの種類を指定するには、ip arp inspection vlan 
logging 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。設定の詳細については、

「DAI ログ機能の設定」（p.48-13）を参照してください。

DAI のデフォルト設定
表 48-1 に、DAI のデフォルト設定を示します。

表 48-1 DAI のデフォルト設定 

機能 デフォルト設定

DAI すべての VLAN でディセーブル

インターフェイスの信頼状態 すべてのインターフェイスは untrusted

着信 ARP パケットのレート制限 信頼できないインターフェイスでは、レートを 15 
pps に制限。ネットワークがレイヤ 2 スイッチド 
ネットワークであり、ホストが 1 秒間に 15 の新規ホ
ストに接続することが前提です。

信頼できるすべてのインターフェイスでは、レート
制限は行われません。

バースト インターバルは 1 秒です。

非 DHCP 環境に対する ARP ACL ARP ACL は定義されません。

有効性検査 検査は実行されません。
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DAI 設定時の注意事項および制約事項
DAI 設定時の注意事項および制約事項
DAI を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • DAI は入力セキュリティ機能であり、出力検査は行いません。

 • DAI は、DAI をサポートしないスイッチ、またはこの機能がイネーブルにされていないス
イッチに接続されたホストに対しては、効果がありません。man-in-the-middle 攻撃は 1 つの
レイヤ 2 ブロードキャスト ドメインに限定されるため、DAI 検査が有効なドメインを、DAI 
検査の行われないドメインから切り離します。これにより、DAI をイネーブルにしたドメイ
ン内のホストの ARP キャッシュをセキュリティ保護できます。

 • DAI では、受信する ARP 要求および ARP 応答内の IP および MAC アドレス バインディング
を、DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリに基づいて検証します。
IP アドレスを動的に割り当てられた ARP パケットを許可するには、DHCP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。詳細については、第 46 章「DHCP スヌーピングの設定」を
参照してください。

 • DHCP スヌーピングをディセーブルにしている場合、または DHCP 以外の環境では、ARP 
ACL を使用してパケットの許可および拒否を行います。

 • DAI は、アクセス ポート、トランク ポート、EtherChannel ポート、およびプライベート 
VLAN ポートでサポートされます。

 • 物理ポートを EtherChannel ポート チャネルに結合するには、この物理ポートとチャネル ポー
トの信頼状態が一致する必要があります。そうでない物理ポートは、ポート チャネル内で中
断状態のままとなります。ポート チャネルは、チャネルと結合された 初の物理ポートの信
頼状態を継承します。したがって、 初の物理ポートの信頼状態は、チャネルの信頼状態と
一致する必要はありません。

逆に、ポート チャネルの信頼状態を変更すると、スイッチはチャネルを構成するすべての物
理ポートに対し、新たにこの信頼状態を設定します。

 • ポート チャネルの動作レートは、チャネル内のすべての物理ポートによる累積値です。たと
えば、ポート チャネルの ARP レート制限を 400 pps に設定すると、このチャネルに結合され
たすべてのインターフェイスは、合計で 400 pps を受信します。EtherChannel ポートで受信さ
れる ARP パケットのレートは、すべてのチャネル メンバからの受信パケット レートの合計
となります。EtherChannel ポートのレート制限は、各チャネル ポート メンバが受信する ARP 
パケットのレートを確認してから設定してください。

物理ポートで受信されるパケットのレートは、物理ポートの設定ではなく、ポート チャネル
の設定に照合して検査されます。ポート チャネルのレート制限設定は、物理ポートの設定に
は依存しません。

ログ バッファ DAI をイネーブルにした場合は、拒否またはドロッ
プされたすべての ARP パケットがログ記録されま
す。

ログ内のエントリ数は 32 です。

システム メッセージ数は、毎秒 5 つに制限されま
す。

ロギング レート インターバルは 1 秒です。

VLAN 単位のロギング 拒否またはドロップされたすべての ARP パケットが
記録されます。

表 48-1 DAI のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定
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DAI の設定 
EtherChannel が、設定したレートより多くの ARP パケットを受信すると、このチャネル（す
べての物理ポートを含む）は errdisable ステートとなります。

 • 受信トランク ポートでは、ARP パケットを必ずレート制限してください。トランク ポート
は、各ポートの集約値を考慮し、DAI をイネーブルにした複数の VLAN でパケットを処理で
きるように、高い値に設定します。また、ip arp inspection limit none インターフェイス コン
フィギュレーション コマンドを使用すると、レートを無制限として設定できます。1 つの 
VLAN に高いレート制限値を設定すると、ソフトウェアによってこのポートが errdisable ス
テートにされた場合に、他の VLAN への DoS 攻撃を招く可能性があります。

DAI の設定
ここでは、DAI の設定手順について説明します。

 • VLAN での DAI のイネーブル化（p.48-7）
 • DAI インターフェイスの信頼状態の設定（p.48-8）
 • DAI フィルタリングのための ARP ACL の適用（p.48-9）
 • ARP パケットのレート制限の設定（p.48-10）
 • DAI errdisable ステート回復のイネーブル化（p.48-11）
 • 追加検証のイネーブル化（p.48-11）
 • DAI ログ機能の設定（p.48-13）
 • DAI 情報の表示（p.48-15）

VLAN での DAI のイネーブル化

VLAN で DAI をイネーブルにするには、次の作業を行います。

DAI は 1 つの VLAN、または特定の VLAN 範囲でイネーブルにできます。

 • 1 つの VLAN でイネーブルにするには、1 つの VLAN 番号を入力します。

 • 特定の VLAN 範囲でイネーブルにするには、一組の VLAN 番号をダッシュ（-）でつなげて
指定します。

 • 複数の VLAN 番号をカンマで区切って入力することも、一組の VLAN 番号をダッシュでつな
げて入力することもできます。

次に、VLAN 10 ～ 12 で DAI をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip arp inspection vlan 10-12 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip arp inspection vlan {vlan_ID | 
vlan_range} 

VLAN で DAI をイネーブルにします（デフォル
トではディセーブル）。

Router(config)# no ip arp inspection vlan 
{vlan_ID | vlan_range} 

VLAN で DAI をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# do show ip arp inspection vlan 
{vlan_ID | vlan_range} | begin Vlan 

設定を確認します。
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DAI の設定
次に、VLAN 10 ～ 12 で DAI をイネーブルにするもう 1 つの方法を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip arp inspection vlan 10,11,12 

次に、VLAN 10 ～ 12、および VLAN 15 で DAI をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# ip arp inspection vlan 10-12,15 

次に、設定を確認する例を示します。

Router(config)# do show ip arp inspection vlan 10-12,15 | begin Vlan 
Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
   10     Enabled          Inactive                      
   11     Enabled          Inactive                      
   12     Enabled          Inactive                      
   15     Enabled          Inactive                      

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
   10     Deny             Deny  
   11     Deny             Deny  
   12     Deny             Deny  
   15     Deny             Deny  

DAI インターフェイスの信頼状態の設定

スイッチは、信頼できるインターフェイス上で受信した ARP パケットを転送しますが、検査は
行いません。

信頼できないインターフェイスでは、スイッチはすべての ARP 要求および ARP 応答を代行受信
します。スイッチは、代行受信した各パケットが、IP アドレスと MAC アドレスとの有効なバイ
ンディングを持つことを確認してから、ローカル キャッシュを更新するか、または適切な宛先に
パケットを転送します。スイッチは無効なパケットをドロップし、ip arp inspection vlan logging 
グローバル コンフィギュレーション コマンドで指定されたログ設定に基づき、ログ バッファに
ドロップされたパケットを記録します。詳細については、「DAI ログ機能の設定」（p.48-13）を参
照してください。

DAI インターフェイスの信頼状態を設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/12 を信頼できるポートとして設定する例を示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface {type1 slot/port | 
port-channel number} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

別のスイッチに接続されているインターフェイス
を指定して、インターフェイス コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip arp inspection trust スイッチ間の接続を、trusted として設定します
（デフォルトでは untrusted）。

Router(config)# no ip arp inspection trust スイッチ間の接続を、untrusted として設定しま
す。

ステップ 4 Router(config-if)# do show ip arp inspection 
interfaces 

DAI の設定を確認します。
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DAI の設定 
Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# ip arp inspection trust 
Router(config-if)# do show ip arp inspection interfaces | include Int|--|5/12 
Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Fa5/12           Trusted               None               N/A

DAI フィルタリングのための ARP ACL の適用

（注） arp access-list コマンドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command 
References』を参照してください。

ARP ACL を適用するには、次の作業を行います。

ARP ACL を適用する場合は、次の点に注意してください。

 • vlan_range には、1 つの VLAN、または特定の VLAN 範囲を指定できます。

 – 1 つの VLAN を指定するには、1 つの VLAN 番号を入力します。

 – 特定の VLAN 範囲を指定するには、一組の VLAN 番号をダッシュ（-）でつなげて指定
します。

 – 複数の VLAN 番号をカンマで区切って入力することも、一組の VLAN 番号をダッシュで
つなげて入力することもできます。

 • （任意）static を指定すると、ARP ACL 内の暗黙的な拒否が明示的な拒否とみなされ、それ以
前に指定された ACL 内のすべてのコマンドに一致しないパケットはドロップされます。
DHCP バインディングは使用されません。

このキーワードを指定しない場合は、ACL 内にはパケットを拒否する明示的な拒否が存在し
ないことになります。この場合は、ACL 内のどのコマンドとも一致しないパケットを許可す
るか拒否するかは、DHCP バインディングによって決定されます。

 • IP アドレスおよび MAC アドレスのバインディングしか持たない ARP パケットは、ACL に照
合されます。パケットは、アクセス リストで許可された場合のみに許可されます。

次に、example_arp_acl という名前の ARP ACL を、VLAN 10 ～ 12、および VLAN 15 に適用する
例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection filter example_arp_acl vlan 10-12,15 
Router(config)# do show ip arp inspection vlan 10-12,15 | begin Vlan 
 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
   10     Enabled          Inactive    example_arp_acl   No 
   11     Enabled          Inactive    example_arp_acl   No 
   12     Enabled          Inactive    example_arp_acl   No 
   15     Enabled          Inactive    example_arp_acl   No 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router# ip arp inspection filter arp_acl_name 
vlan {vlan_ID | vlan_range} [static]

ARP ACL を VLAN に適用します。

ステップ 3 Router(config)# do show ip arp inspection vlan 
{vlan_ID | vlan_range} 

設定を確認します。
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DAI の設定
Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
   10     Deny             Deny  
   11     Deny             Deny  
   12     Deny             Deny  
   15     Deny             Deny  

ARP パケットのレート制限の設定

DAI をイネーブルにすると、スイッチは ARP パケットの有効性検査を実行します。これにより、
スイッチは ARP パケットの DoS 攻撃を受けやすくなります。ARP パケットをレート制限するこ
とで、ARP パケットの DoS 攻撃を防止できます。

ARP パケットのレート制限をポートに設定するには、次の作業を行います。

ARP パケットのレート制限を設定する場合は、次の点に注意してください。

 • デフォルト レートは、信頼できないインターフェイスでは 15 pps、信頼できるインターフェ
イスでは無制限です。

 • rate pps には、1 秒あたりに処理される着信パケット数の上限を指定します。有効な範囲は 0 
～ 2048 pps です。

 • rate none キーワードは、処理できる着信 ARP パケットのレートに上限がないことを指定し
ます。

 • （任意）burst interval seconds（デフォルトは 1）には、インターフェイスを監視して高レート
の ARP パケットの有無を確認するための、連続するインターバルを秒単位で指定します。有
効な範囲は 1 ～ 15 です。

 • 着信 ARP パケットのレートが、設定したレート制限を超えると、スイッチはこのポートを 
errdisable ステートに設定します。ポートは、errdisable ステートの回復がイネーブルにされる
まで、errdisable ステートを維持します。errdisable ステートの回復をイネーブルにすると、指
定のタイムアウト時間が経過した時点で、ポートは errdisable ステートから回復します。

 • インターフェイスのレート制限値を設定しないかぎり、インターフェイスの信頼状態を変更
すると、このレート制限値も、設定した信頼状態に対応するデフォルト値に変更されます。
レート制限値を設定すると、信頼状態を変更した場合でも、インターフェイスはこのレート
制限値を維持します。no ip arp inspection limit インターフェイス コンフィギュレーション コ
マンドを入力すると、インターフェイスはデフォルトのレート制限値に戻ります。

 • トランク ポートおよび EtherChannel ポートで受信される ARP パケットのレート制限を設定す
る上での注意事項については、「DAI 設定時の注意事項および制約事項」（p.48-6）を参照し
てください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface {type1 slot/port | 
port-channel number} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip arp inspection limit {rate 
pps [burst interval seconds] | none}

（任意）ARP パケットのレート制限を設定しま
す。

Router(config-if)# no ip arp inspection limit ARP パケットのレート制限設定を解除します。

ステップ 4 Router(config-if)# do show ip arp inspection 
interfaces 

設定を確認します。
48-10
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 48 章      DAI の設定

DAI の設定 
次に、ポート FastEthernet 5/14 に ARP パケットのレート制限を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/14 
Router(config-if)# ip arp inspection limit rate 20 burst interval 2 
Router(config-if)# do show ip arp inspection interfaces | include Int|--|5/14 
 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Fa5/14           Untrusted               20                 2

DAI errdisable ステート回復のイネーブル化

DAI の errdisable ステート回復をイネーブルにするには、次の作業を行います。

次の例は、DAI の errdisable ステート回復をイネーブルにします。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# errdisable recovery cause arp-inspection 
Router(config)# do show errdisable recovery | include Reason|---|arp- 
ErrDisable Reason    Timer Status
-----------------    --------------
arp-inspection       Enabled

追加検証のイネーブル化

DAI は、IP アドレスと MAC アドレスとの無効なバインディングを持つ ARP パケットを代行受
信、ログ記録、およびドロップします。宛先 MAC アドレス、送信元および宛先 IP アドレス、送
信元 MAC アドレスに対し、追加検証をイネーブルにすることができます。

追加検証をイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# errdisable recovery cause 
arp-inspection 

（任意）DAI の errdisable ステート回復をイネーブ
ルにします（デフォルトはディセーブル）。

Router(config-if)# no errdisable recovery cause 
arp-inspection 

DAI の errdisable ステート回復をディセーブルに
します。

ステップ 3 Router(config)# do show errdisable recovery | 
include Reason|---|arp- 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip arp inspection validate 
{[dst-mac] [ip] [src-mac]}

（任意）追加検証をイネーブルにします（デフォ
ルトはなし）。

Router(config)# no ip arp inspection validate 
{[dst-mac] [ip] [src-mac]} 

追加検証をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# do show ip arp inspection | 
include abled$

設定を確認します。
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DAI の設定
追加検証では、以下を実行します。

 • dst-mac — イーサネット ヘッダー内の宛先 MAC アドレスを、ARP 本体のターゲット MAC ア
ドレスと比較して検査します。この検査は、ARP 応答に対して実行されます。イネーブルに
すると、異なる MAC アドレスを持つパケットは無効パケットとして分類され、ドロップさ
れます。

 • ip — ARP 本体を検査し、無効かつ予期されない IP アドレスの有無を確認します。アドレス
には 0.0.0.0、255.255.255.255、およびすべての IP マルチキャスト アドレスが含まれます。送
信者 IP アドレスはすべての ARP 要求および ARP 応答内で検査され、ターゲット IP アドレス
は ARP 応答内のみで検査されます。

 • src-mac — イーサネット ヘッダー内の送信元 MAC アドレスを、ARP 本体の送信者 MAC アド
レスと比較して検査します。この検査は、ARP 要求および ARP 応答の両方に対して実行さ
れます。イネーブルにすると、異なる MAC アドレスを持つパケットは無効パケットとして
分類され、ドロップされます。

追加検証をイネーブルにする場合は、次の点に注意してください。

 • 少なくとも 1 つのキーワードを指定する必要があります。

 • 各 ip arp inspection validate コマンドは、それまでに指定したコマンドの設定を上書きしま
す。ip arp inspection validate コマンドによって src -mac および dst-mac 検証をイネーブルに
し、2 つめの ip arp inspection validate コマンドで IP 検証のみをイネーブルにした場合は、2 
つめのコマンドの結果によって src-mac および dst-mac 検証がディセーブルになります。

次に、src-mac 追加検証をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection validate src-mac 
Router(config)# do show ip arp inspection | include abled$
Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

次に、dst-mac 追加検証をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection validate dst-mac 
Router(config)# do show ip arp inspection | include abled$
Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Disabled

次に、ip 追加検証をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection validate ip 
Router(config)# do show ip arp inspection | include abled$
Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Enabled

次に、src-mac および dst-mac 追加検証をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac 
Router(config)# do show ip arp inspection | include abled$
Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Disabled
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DAI の設定 
次に、src-mac、dst-mac、および ip 追加検証をイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip 
Router(config)# do show ip arp inspection | include abled$
Source Mac Validation      : Enabled
Destination Mac Validation : Enabled
IP Address Validation      : Enabled

DAI ログ機能の設定

ここでは DAI ログ機能について説明します。

 • DAI ログ機能の概要（p.48-13）
 • DAI のログ バッファ サイズの設定（p.48-13）
 • DAI のログ システム メッセージの設定（p.48-14）
 • DAI のログ フィルタリングの設定（p.48-15）

DAI ログ機能の概要

DAI はパケットをドロップすると、ログ バッファ内にエントリを作成して、レート制限に基づく
システム メッセージを生成します。メッセージが生成されたあとは、DAI はこのエントリをログ 
バッファから消去します。各ログ エントリには、受信側の VLAN、ポート番号、送信元および宛
先 IP アドレス、送信元および宛先 MAC アドレスといったフロー情報が記録されます。

1 つのログ バッファ エントリによって、複数のパケットを表現できます。たとえば、同じ ARP 
パラメータを持つ同一 VLAN 上で、1 つのインターフェイスが多数のパケットを受信した場合
は、DAI のログ バッファではこれらのパケットが 1 つのエントリとして結合され、このエントリ
に対して 1 つのシステム メッセージが生成されます。

ログ バッファでオーバーフローが生じた場合は、1 つのログ イベントがログ バッファ内に収ま
らなかったことを意味し、show ip arp inspection log 特権 EXEC コマンドによる出力が影響を受け
ます。この場合は、パケット数と時間のみが表示され、あとはデータの代わりに 2 つのダッシュ

（--）が表示されます。このエントリに対しては、その他の統計情報は表示されません。このよう
なエントリが表示された場合は、ログ バッファ内のエントリ数を増やすか、またはログ レート
を高くしてください。

DAI のログ バッファ サイズの設定

DAI のログ バッファ サイズを設定するには、次の作業を行います。

次に、DAI ログ バッファを 64 メッセージに設定する例を示します。

Router# configure terminal 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip arp inspection log-buffer 
entries number 

DAI のログ バッファ サイズを設定します（有効
範囲は 0 ～ 1024）。

Router(config)# no ip arp inspection log-buffer 
entries 

デフォルトのバッファ サイズ（32）に戻します。

ステップ 3 Router(config)# do show ip arp inspection log | 
include Size 

設定を確認します。
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DAI の設定
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection log-buffer entries 64 
Router(config)# do show ip arp inspection log | include Size 
Total Log Buffer Size : 64

DAI のログ システム メッセージの設定

DAI のログ システム メッセージを設定するには、次の作業を行います。

DAI のログ システム メッセージを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • logs number_of_messages の有効範囲は 0 ～ 1024 です（デフォルトは 5）。0 は、エントリはロ
グ バッファ内に入力されますが、システム メッセージが生成されないことを意味します。

 • interval length_in_seconds の有効範囲は 0 秒 ～ 86400 秒（1 日）です（デフォルトは 1）。0 は、
システム メッセージがただちに生成されることを意味します。この場合、ログ バッファは常
に空となります。インターバル値を 0 に設定すると、ログ値 0 は上書きされます。

 • システム メッセージは、length_in_seconds 秒あたり number_of_messages 個の割合で送信され
ます。

次に、2 秒あたり 12 個のメッセージが送信されるように DAI のログ レートを設定する例を示し
ます。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection log-buffer logs 12 interval 2 
Router(config)# do show ip arp inspection log | include Syslog 
Syslog rate : 12 entries per 2 seconds.

次に、60 秒あたり 20 個のメッセージが送信されるように DAI のログ レートを設定する例を示し
ます。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection log-buffer logs 20 interval 60 
Router(config)# do show ip arp inspection log | include Syslog 
Syslog rate : 20 entries per 60 seconds.

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip arp inspection log-buffer logs 
number_of_messages interval length_in_seconds 

DAI のログ バッファ サイズを設定します。

Router(config)# no ip arp inspection log-buffer 
logs 

デフォルトのシステム メッセージ設定に戻しま
す。

ステップ 3 Router(config)# do show ip arp inspection log 設定を確認します。
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DAI の設定 
DAI のログ フィルタリングの設定

DAI のログ フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

DAI のログ フィルタリングを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • デフォルトでは、拒否されたすべてのパケットがログ記録されます。

 • vlan_range には、1 つの VLAN、または特定の VLAN 範囲を指定できます。

 – 1 つの VLAN を指定するには、1 つの VLAN 番号を入力します。

 – 特定の VLAN 範囲を指定するには、一組の VLAN 番号をダッシュ（-）でつなげて指定
します。

 – 複数の VLAN 番号をカンマで区切って入力することも、一組の VLAN 番号をダッシュで
つなげて入力することもできます。

 • acl-match matchlog — DAI ACL の設定に基づきパケットをログ記録します。このコマンドに 
matchlog キーワードを指定して、さらに permit または deny ARP アクセス リスト設定コマン
ドに log キーワードを指定すると、ACL によって許可または拒否された ARP パケットがログ
記録されます。

 • acl-match none — ACL と一致したパケットをログ記録しません。

 • dhcp-bindings all — DHCP バインディングと一致したすべてのパケットがログ記録されます。

 • dhcp-bindings none — DHCP バインディングと一致したパケットはログ記録されません。

 • dhcp-bindings permit — DHCP バインディングによって許可されたパケットがログ記録され
ます。

次の例は、VLAN 100 の DAI ログ フィルタリングを、ACL と一致したパケットをログ記録しない
ように設定する方法を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip arp inspection vlan 100 logging acl-match none 
Router(config)# do show running-config | include ip arp inspection vlan 100 
ip arp inspection vlan 100 logging acl-match none

DAI 情報の表示

DAI 情報を表示するには、表 48-2 に示す各特権 EXEC コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip arp inspection vlan vlan_range 
logging {acl-match {matchlog | none} | 
dhcp-bindings {all | none | permit}}

各 VLAN に対するログ フィルタリングを設定し
ます。

ステップ 3 Router(config)# do show running-config | include 
ip arp inspection vlan vlan_range 

設定を確認します。

表 48-2 DAI 情報を表示するためのコマンド 

コマンド 説明

show arp access-list [acl_name] ARP ACL についての詳細情報を表示します。
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DAI の設定例
DAI 統計情報を消去または表示するには、表 48-3 に示す各特権 EXEC コマンドを使用します。

show ip arp inspection statistics コマンドでは、スイッチは信頼できる DAI ポートにおいて、個々
の ARP 要求および応答パケットに対して転送されたパケット数を増分します。スイッチは送信
元 MAC、宛先 MAC、または IP 検証の結果拒否された各パケットに対し、ACL によって許可さ
れたパケット、または DHCP によって許可されたパケットの数を増分します。また、該当する失
敗回数の値も増分します。

DAI ログ情報を消去または表示するには、表 48-4 に示す各特権 EXEC コマンドを使用します。

DAI の設定例
ここでは、次の例について説明します。

 • 例 1：2 つのスイッチが DAI をサポートする場合（p.48-17）
 • 例 2：1 つのスイッチが DAI をサポートする場合（p.48-21）

show ip arp inspection interfaces [interface_id] 指定のインターフェイス、またはすべてのイン
ターフェイスに対して、ARP パケットの信頼状
態およびレート制限を表示します。

show ip arp inspection vlan vlan_range 指定の VLAN に対し、DAI の設定内容および動
作状態を表示します。VLAN を指定しない場
合、または VLAN を範囲で指定した場合は、
DAI がイネーブル（アクティブ）にされている 
VLAN のみの情報が表示されます。

表 48-2 DAI 情報を表示するためのコマンド（続き）

コマンド 説明

表 48-3 DAI 統計情報を消去または表示するためのコマンド 

コマンド 説明

clear ip arp inspection statistics DAI 統計情報を消去します。

show ip arp inspection statistics [vlan vlan_range] 指定の VLAN において、転送されたパケット、
ドロップされたパケット、MAC 検証に失敗し
たパケット、IP 検証に失敗したパケット、ACL 
によって許可または拒否されたパケット、
DHCP によって許可または拒否されたパケット
の統計情報を表示します。VLAN を指定しない
場合、または VLAN を範囲で指定した場合は、
DAI がイネーブル（アクティブ）にされている 
VLAN のみの情報が表示されます。

表 48-4 DAI ログ情報を消去または表示するためのコマンド 

コマンド 説明

clear ip arp inspection log DAI のログ バッファを消去します。

show ip arp inspection log DAI ログ バッファの設定および内容を表示します。
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DAI の設定例 
例 1：2 つのスイッチが DAI をサポートする場合

この手順は、2 つのスイッチが DAI 機能をサポートする場合の DAI の設定方法を示します。図 
48-2（p.48-4）に示すように、ホスト 1 はスイッチ A に、ホスト 2 はスイッチ B にそれぞれ接続
されています。両方のスイッチは、各ホストが属する VLAN 1 上で DAI を実行しています。
DHCP サーバはスイッチ A に接続されています。両方のホストは、同一の DHCP サーバから IP 
アドレスを取得します。スイッチ A はホスト 1 およびホスト 2 のバインディングを持ち、スイッ
チ B はホスト 2 のバインディングを持ちます。スイッチ A のポート FastEthernet 6/3 は、スイッチ 
B のポート FastEthernet 3/3 に接続されています。

（注） • DAI では、受信する ARP 要求および ARP 応答内の IP および MAC アドレス バインディング
を、DHCP スヌーピング バインディング データベース内のエントリに基づいて検証します。
IP アドレスを動的に割り当てられた ARP パケットを許可するには、DHCP スヌーピングをイ
ネーブルにする必要があります。詳細については、第 46 章「DHCP スヌーピングの設定」を
参照してください。

 • この構成は、DHCP サーバがスイッチ A から別の場所に移動されてしまうと機能しません。

 • この構成によってセキュリティが損なわれないようにするには、スイッチ A のポート 
FastEthernet 6/3、およびスイッチ B のポート FastEthernet 3/3 を、信頼できるポートとして設
定します。

スイッチ A の設定

スイッチ A において DAI をイネーブルにし、ポート FastEthernet 6/3 を信頼できるポートとして設
定するには、次の作業を行います。

ステップ 1 スイッチ A およびスイッチ B 間の接続を確認します。

SwitchA# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SwitchB          Fas 6/3            177         R S I     WS-C6506  Fas 3/3
SwitchA#

ステップ 2 VLAN 1 で DAI をイネーブルにし、設定を確認します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# ip arp inspection vlan 1
SwitchA(config)# end
SwitchA# show ip arp inspection vlan 1 

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    1     Enabled          Active                        

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    1     Deny             Deny  
SwitchA#
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DAI の設定例
ステップ 3 ポート FastEthernet 6/3 を、信頼できるポートとして設定します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# interface fastethernet 6/3
SwitchA(config-if)# ip arp inspection trust 
SwitchA(config-if)# end
SwitchA# show ip arp inspection interfaces fastethernet 6/3

Interface        Trust State     Rate (pps)
 ---------------  -----------     ----------
 Fa6/3            Trusted               None
SwitchA#

ステップ 4 バインディングを確認します。

SwitchA# show ip dhcp snooping binding 
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:02:00:02:00:02   1.1.1.2          4993        dhcp-snooping  1     FastEthernet6/4
SwitchA#

ステップ 5 DAI がパケットを処理する前、およびあとの統計情報を調べます。

SwitchA# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              0              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              0              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchA#

このあと、ホスト 1 が IP アドレス 1.1.1.2 および MAC アドレス 0002.0002.0002 を持つ 2 つの ARP 
要求を送信すると、両方の要求が許可されます。これは、次の統計情報で確認できます。

SwitchA# show ip arp inspection statistics vlan 1

 Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              2              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              2              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchA#

ホスト 1 がこのあと、IP アドレス 1.1.1.3 を持つ ARP 要求を送信しようとすると、このパケット
はドロップされ、エラー メッセージがログ記録されます。

00:12:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 2 Invalid ARPs (Req) on Fa6/4, vlan 
1.([0002.0002.0002/1.1.1.3/0000.0000.0000/0.0.0.0/02:42:35 UTC Tue Jul 10 2001])
SwitchA# show ip arp inspection statistics vlan 1
SwitchA#
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DAI の設定例 
この場合に表示される統計情報は次のようになります。

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              2              2              2              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              2              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchA#

スイッチ B の設定

スイッチ B において DAI をイネーブルにし、ポート FastEthernet 3/3 を信頼できるポートとして設
定するには、次の作業を行います。

ステップ 1 接続を確認します。

SwitchA# show cdp neighbors 
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
SwitchB          Fas 3/3            120         R S I     WS-C6506  Fas 6/3
SwitchB#

ステップ 2 VLAN 1 で DAI をイネーブルにし、設定を確認します。

SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchB(config)# ip arp inspection vlan 1
SwitchB(config)# end
SwitchB# show ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled

 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    1     Enabled          Active                        

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    1     Deny             Deny 
SwitchB#

ステップ 3 ポート FastEthernet 3/3 を、信頼できるポートとして設定します。

SwitchB# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchB(config)# interface fastethernet 3/3
SwitchB(config-if)# ip arp inspection trust
SwitchB(config-if)# end
SwitchB# show ip arp inspection interfaces

Interface        Trust State     Rate (pps)
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DAI の設定例
 ---------------  -----------     ----------
 Gi1/1            Untrusted               15
 Gi1/2            Untrusted               15
 Gi3/1            Untrusted               15
 Gi3/2            Untrusted               15
 Fa3/3            Trusted               None
 Fa3/4            Untrusted               15
 Fa3/5            Untrusted               15
 Fa3/6            Untrusted               15
 Fa3/7            Untrusted               15

（テキスト出力は省略）

SwitchB#

ステップ 4 DHCP スヌーピング バインディングのリストを確認します。

SwitchB# show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
00:01:00:01:00:01   1.1.1.1          4995        dhcp-snooping  1     FastEthernet3/4
SwitchB#

ステップ 5 DAI がパケットを処理する前、および処理後の統計情報を調べます。

SwitchB# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              0              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              0              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchB#

ホスト 2 がこのあと、IP アドレス 1.1.1.1 および MAC アドレス 0001.0001.0001 を持つ ARP 要求を
送信すると、このパケットは転送され、統計情報も適切に更新されます。

SwitchB# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              1              0              0              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              1              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchB#

ホスト 2 が IP アドレス 1.1.1.2 を持つ ARP 要求を送信しようとすると、この要求はドロップされ、
システム メッセージがログ記録されます。

00:18:08: %SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY: 1 Invalid ARPs (Req) on Fa3/4, vlan 
1.([0001.0001.0001/1.1.1.2/0000.0000.0000/0.0.0.0/01:53:21 UTC Fri May 23 2003])
SwitchB#

この場合に表示される統計情報は次のようになります。
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DAI の設定例 
SwitchB# show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              1              1              1              0

 Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              1              0                    0

 Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
SwitchB#

例 2：1 つのスイッチが DAI をサポートする場合

この手順では、図 48-2（p.48-4）に示すスイッチ B が、DAI および DHCP スヌーピングをサポー
トしていない場合に DAI を設定する方法を示します。

スイッチ スイッチ B が DAI および DHCP スヌーピングをサポートしていない場合は、スイッチ 
A のポート FastEthernet 6/3 を信頼できるポートとして設定すると、セキュリティ ホールが生じま
す。これは、スイッチ A およびホスト 1 が、スイッチ B またはホスト 2 によって攻撃される可能
性があるためです。

この可能性を排除するには、スイッチ A のポート FastEthernet 6/3 を信頼できないポートとして設
定する必要があります。ホスト 2 からの ARP パケットを許可するには、ARP ACL をセットアッ
プして、これを VLAN 1 に適用する必要があります。ホスト 2 の IP アドレスがスタティックでは
ない場合は、スイッチ A に ACL 設定を適用できなくなるため、レイヤ 3 でスイッチ B からス
イッチ A を切り離す必要があります。これらのスイッチ間では、ルータを使用してパケットを
ルーティングします。

スイッチ スイッチ A に対して ARP ACL をセットアップするには、次の作業を行います。

ステップ 1 IP アドレス 1.1.1.1 および MAC アドレス 0001.0001.0001 を許可するアクセス リストを設定して、
設定内容を確認します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# arp access-list H2
SwitchA(config-arp-nacl)# permit ip host 1.1.1.1 mac host 1.1.1
SwitchA(config-arp-nacl)# end
SwitchA# show arp access-list
ARP access list H2
    permit ip host 1.1.1.1 mac host 0001.0001.0001 

ステップ 2 VLAN 1 に ACL を適用して、設定を確認します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# ip arp inspection filter H2 vlan 1
SwitchA(config)# end
SwitchA#

SwitchA# show ip arp inspection vlan 1

Source Mac Validation      : Disabled
Destination Mac Validation : Disabled
IP Address Validation      : Disabled
48-21
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 48 章      DAI の設定         

DAI の設定例
 Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
 ----     -------------    ---------   ---------          ----------
    1     Enabled          Active      H2                No 

 Vlan     ACL Logging      DHCP Logging
 ----     -----------      ------------
    1     Deny             Deny  
SwitchA#

ステップ 3 ポート FastEthernet 6/3 を信頼できないポートとして設定し、設定内容を確認します。

SwitchA# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SwitchA(config)# interface fastethernet 6/3
SwitchA(config-if)# no ip arp inspection trust 
SwitchA(config-if)# end
Switch# show ip arp inspection interfaces fastethernet 6/3

 Interface        Trust State     Rate (pps)
 ---------------  -----------     ----------
 Fa6/3            Untrusted               15

Switch#

ホスト 2 がスイッチ A のポート FastEthernet 6/3 から 5 つの ARP 要求を送信し、1 つの get 要求が
スイッチ A によって許可された場合は、統計情報は次のように適切に更新されます。

Switch# show ip arp inspection statistics vlan 1
Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops     ACL Drops 
 ----      ---------        -------     ----------     ----------
    1              5              0              0              0
Vlan   DHCP Permits    ACL Permits   Source MAC Failures
 ----   ------------    -----------   -------------------
    1              0              5                    0
Vlan   Dest MAC Failures   IP Validation Failures
 ----   -----------------   ----------------------
    1                  0                        0
Switch#
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トラフィック ストーム制御の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に、トラフィック ストーム制御機能を設定する手
順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • トラフィック ストーム制御の概要（p.49-1）
 • トラフィック ストーム制御のデフォルト設定（p.49-2）
 • 設定時の注意事項および制約事項（p.49-3）
 • トラフィック ストーム制御のイネーブル化（p.49-3）

トラフィック ストーム制御の概要
トラフィック ストームは、パケットが LAN でフラッディングする場合に発生するもので、過剰
なトラフィックを生成し、ネットワークのパフォーマンスを低下させます。トラフィック ストー
ム制御機能は、LAN ポートが、物理インターフェイスのブロードキャスト、マルチキャスト、
またはユニキャスト トラフィック ストームによって中断されるのを防ぎます。

トラフィック ストーム制御（トラフィック抑制）は着信トラフィック レベルを、1 秒ごとのトラ
フィック ストーム制御で監視します。そのインターバルの中で、トラフィック レベルを、設定
したトラフィック ストーム制御レベルと比較します。トラフィック ストーム制御レベルは、
ポートの利用可能な帯域幅全体に対するパーセンテージです。各ポートには、すべてのタイプの
トラフィック（ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト）用に使用されている
単一のトラフィック ストーム制御レベルがあります。

トラフィック ストーム制御は、1 秒ごとのトラフィック ストーム制御で、トラフィック ストー
ム制御をイネーブルにする各トラフィック タイプのレベルを監視します。1 つのインターバルの
中で、トラフィック ストーム制御がイネーブルにされている入力トラフィックが、ポートで設定
されているトラフィック ストーム制御レベルに達する場合、トラフィック ストーム制御は、そ
のトラフィック ストーム制御インターバルが終了するまでトラフィックをドロップします。

図 49-1 に、指定したインターバルでの LAN インターフェイス上のブロードキャスト トラフィッ
ク パターンを示します。この例では、T1 と T2 の時間の間と T4 と T5 の間でトラフィック ストー
ム制御が発生しています。これらのインターバルの間で、ブロードキャスト トラフィックの総量
が設定されたしきい値を超過しています。
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トラフィック ストーム制御のデフォルト設定
図 49-1 ブロードキャスト抑制

トラフィック ストーム制御しきい値の数値と時間インターバルの組み合わせにより、トラフィッ
ク ストーム制御アルゴリズムがさまざまなレベルの粒度で機能します。しきい値が高くなると、
より多くのパケットを通過させることができます。

トラフィック ストーム制御は、ハードウェアに実装されています。トラフィック ストーム制御
回路は、LAN インターフェイスからスイッチング バスに送信されるパケットを監視します。パ
ケット宛先アドレスの個別 / グループ ビットを使用して、トラフィック ストーム制御回路はパ
ケットがユニキャストかブロードキャストかを判断し、現在のパケット カウントを 1 秒間隔で追
跡し続けて、しきい値に達すると、後続のパケットをフィルタ アウトします。

ハードウェア トラフィック ストーム制御では帯域ベースの方式を使用してトラフィックを測定
しているので、制御されたトラフィックで利用可能な帯域幅全体に対するパーセンテージの設定
が も重要な実装要因となります。パケットは一定間隔で着信しないので、制御されたトラ
フィック アクティビティを 1 秒間隔で測定することは、トラフィック ストーム制御の動作に影
響する可能性があります。

次に、トラフィック ストーム制御動作の例を示します。

 • ブロードキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、ブロードキャスト トラ
フィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超える場合、トラフィッ
ク ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了するまで、すべてのブ
ロードキャスト トラフィックをドロップします。

 • ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、その
ブロードキャストとマルチキャスト トラフィックの合計が 1 秒間のトラフィック ストーム制
御の間に制御レベルを超える場合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム
制御インターバルが終了するまで、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラ
フィックをドロップします。

 • ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、ブ
ロードキャスト トラフィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超え
る場合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了す
るまで、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィックをドロップします。

 • ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイネーブルにし、マル
チキャスト トラフィックが 1 秒間のトラフィック ストーム制御の間に制御レベルを超える場
合、トラフィック ストーム制御はそのトラフィック ストーム制御インターバルが終了するま
で、すべてのブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィックをドロップします。

トラフィック ストーム制御のデフォルト設定
トラフィック ストーム制御は、デフォルトではディセーブルに設定されています。

0 T1 T2 T4 T5 S
57

06

T3
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設定時の注意事項および制約事項
設定時の注意事項および制約事項
トラフィック ストーム制御を設定する場合は、次の注意事項および制約事項に従ってください。

 • 次のスイッチング モジュールは、トラフィック ストーム制御をサポートしていません。

 – WS-X6148A-GE-45AF
 – WS-X6148A-GE-TX
 – WS-X6148-GE-45AF
 – WS-X6148-GE-TX
 – WS-X6148V-GE-TX
 – WS-X6548-GE-45AF
 – WS-X6548-GE-TX
 – WS-X6548V-GE-TX

 • スイッチは、マルチキャストとユニキャストのトラフィック ストーム制御を、ギガビットお
よび 10 ギガビット イーサネット LAN ポートでサポートします。WS-X6148A-RJ-45 および 
WS-X6148-SFP を除くほとんどの FastEthernet スイッチング モジュールは、マルチキャストお
よびユニキャスト トラフィック ストーム制御をサポートしていません。

 • 前述のモジュールを除き、スイッチはブロードキャスト トラフィック ストーム制御をすべて
の LAN ポートでサポートします。

 • BPDU を除き、トラフィック ストーム制御は、制御トラフィックとデータトラフィックを区
別しません。

 • マルチキャスト抑制をイネーブルにすると、以下のモジュールでマルチキャスト抑制しきい
値が超過した場合に、トラフィック ストーム制御によって BPDU が抑制されます。

 – WS-X6748-SFP
 – WS-X6724-SFP
 – WS-X6748-GE-TX
 – WS-X6748-GE-TX
 – WS-X6704-10GE
 – WS-SUP32-GE-3B
 – WS-SUP32-10GE-3B

上記のモジュールでマルチキャスト抑制をイネーブルにする場合は、BPDU を受信する必要
がある STP 保護されたポートには、トラフィック ストーム制御を設定しないでください。

上記のモジュール以外では、BPDU はトラフィック ストーム制御によって抑制されません。

トラフィック ストーム制御のイネーブル化
トラフィック ストーム制御をイネーブルにするには、次の作業を行います。
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トラフィック ストーム制御のイネーブル化
トラフィック ストーム制御レベルを設定する場合、次の点に注意してください。

 • トラフィック ストーム制御は、EtherChannel（ポート チャネル インターフェイス）に設定で
きます。

 • トラフィック ストーム制御を、EtherChannel のメンバであるポートに設定しないでください。
トラフィック ストーム制御を EtherChannel のメンバとして設定されているポートに設定する
と、そのポートは中断状態になります。

 • レベルをインターフェイスの帯域幅全体に対する割合として指定します。

 – レベルの指定範囲は 0 ～ 100 です。

 – 任意で、レベルの小数部を 0 ～ 99 の範囲で指定できます。

 – 100% は、トラフィック ストーム制御がないことを意味します。

 – 0.0% は、すべてのトラフィックを抑制します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# storm-control broadcast level 
level[.level] 

インターフェイス上のブロードキャスト トラ
フィック ストーム制御をイネーブルにし、トラ
フィック ストーム制御レベルを設定し、そのト
ラフィック ストーム制御レベルを、インター
フェイス上でイネーブルにされているすべてのト
ラフィック ストーム制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control broadcast 
level 

インターフェイス上のブロードキャスト トラ
フィック ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# storm-control multicast level 
level[.level] 

（注） storm-control multicast コマンドは、ギガビッ
ト イーサネット インターフェイスでのみサ
ポートされています。

インターフェイス上のマルチキャスト トラ
フィック ストーム制御をイネーブルにし、トラ
フィック ストーム制御レベルを設定し、そのト
ラフィック ストーム制御レベルを、インター
フェイス上でイネーブルにされているすべてのト
ラフィック ストーム制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control multicast 
level 

インターフェイス上のマルチキャスト トラ
フィック ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# storm-control unicast level 
level[.level] 

（注） storm-control unicast コマンドは、ギガビット 
イーサネット インターフェイスでのみサポー
トされています。

インターフェイス上のユニキャスト トラフィッ
ク ストーム制御をイネーブルにし、トラフィッ
ク ストーム制御レベルを設定し、そのトラ
フィック ストーム制御レベルを、インターフェ
イス上でイネーブルにされているすべてのトラ
フィック ストーム制御モードに適用します。

Router(config-if)# no storm-control unicast level インターフェイス上のユニキャスト トラフィッ
ク ストーム制御をディセーブルにします。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 Router# show running-config interface 設定を確認します。
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トラフィック ストーム制御設定の表示 
（注） 次のモジュールでは、0.33% 以下のレベル値ですべてのトラフィックが抑制されま
す。 
 

 — WS-X6704-10GE 
 — WS-X6748-SFP 
 — WS-X6724-SFP 
 — WS-X6748-GE-TX

ハードウェアの制限および方式によってサイズの異なるパケットがカウントされるため、レベル
の割合は概数になります。着信トラフィックを構成するフレームのサイズにより、実際に実行さ
れるレベルは、設定レベルと数 % 程度異なる場合があります。

次に、インターフェイス GigabitEthernet 3/16 でマルチキャスト トラフィック ストーム制御をイ
ネーブルにして、トラフィック ストーム制御レベルを 70.5% に設定する例を示します。この設定
により、トラフィック ストーム制御レベルが、インターフェイス GigabitEthernet 3/16 でイネーブ
ルになっているすべてのトラフィック ストーム制御モードに適用されます。

Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/16
Router(config-if)# storm-control multicast level 70.5
Router(config-if)# end

トラフィック ストーム制御設定の表示
トラフィック ストーム制御情報を表示するには、表 49-1 に記載されているコマンドを使用しま
す。

（注） show interfaces [{interface_type slot/port} | {port-channel number}] counters コマンドは、ドロップ数
を表示しません。ドロップ数を表示するには、storm-control キーワードを使用する必要がありま
す。

表 49-1 トラフィック ストーム制御のステータスと設定の表示用コマンド

コマンド 目的

Router# show interfaces [{type1 slot/port} | 
{port-channel number}] switchport

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

すべてのレイヤ 2 LAN ポートまたは特定のレイヤ 2 
LAN ポートの管理および動作ステータスを表示しま
す。

Router# show interfaces [{type1 slot/port} | 
{port-channel number}] counters storm-control 

Router# show interfaces counters storm-control [module 
slot_number]

すべてのインターフェイス上、または指定のイン
ターフェイス上で、3 つのトラフィック ストーム制
御モードすべてでドロップされる合計パケット数を
表示します。
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トラフィック ストーム制御設定の表示
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Unknown Unicast Flood Control の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX に Unknown Unicast Flood Blocking（UUFB; 不明な
ユニキャスト フラッディングのブロック）および Unknown Unicast Flood Rate-limiting（UUFRL; 
不明なユニキャスト フラッディング レート制限）機能を設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

UUFB および UUFRL の概要
不明なユニキャスト トラフィックは、VLAN 内のすべてのレイヤ 2 ポートでフラッディングしま
す。UUFB および UUFRL 機能を使用して、このトラフィックを防止したり制限したりすること
ができます。

UUFB 機能は不明なユニキャスト トラフィックのフラッディングを特定のポートでブロックし、
ポートに存在することが分っている既知の MAC（メディア アクセス制御）アドレスを持つ出力
トラフィックのみを許可します。UUFB 機能は、Private VLAN（PVLAN; プライベート VLAN）
ポートも含め、switchport コマンドで設定したすべてのポートでサポートされます。

UUFRL 機能は、すべての VLAN 上で不明なユニキャスト トラフィックに対してレート制限をグ
ローバルに適用します。

UUFB の設定
UUFB を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# interface {{type1 slot/port} | 
{port-channel number}} 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport block unicast ポート上で UUFB をイネーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# do show interfaces 
[type1 slot/port] switchport | include unicast 

設定を確認します。
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UUFRL の設定
次に、ポート FastEthernet 5/12 に対して UUFB を設定し、この内容を確認する例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# switchport block unicast 
Router(config-if)# do show interface fastethernet 5/12 switchport | include unicast 
Unknown unicast blocked: enabled

UUFRL の設定

（注） UUFRL 機能は、Supervisor Engine 720-10GE でのみ使用可能です。

UUFRL を設定する手順は、次のとおりです。

UUFRL を設定する場合、次の点に注意してください。

 • rate-in-pps 値
 – 有効値の範囲は 10 ～ 1,000,000（1000000 と入力）です。

 – デフォルト値はありません。

 – 1,000（1000 と入力）未満の値は、十分な保護を提供できます。

 • burst-size 値
 – 有効値の範囲は 1 ～ 255 です。

 – デフォルト値は 10 です。

 – デフォルト値で、十分な保護を提供できます。

次に、レート制限が 1000 pps でバースト が 20 パケットになるように UUFRL を設定する例を示し
ます。

Router# configure terminal 
Router(config)# mls rate-limit layer2 unknown 1000 20 
Router(config)# exit 

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# mls rate-limit layer2 unknown 
rate-in-pps [burst-size]

UUFRL をイネーブルにして、 大パケット 
レートを設定します。

（任意）バースト サイズ制限を指定します。

ステップ 3 Router(config)# exit コンフィギュレーション モードを終了します。
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NAC の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Network Admission Control（NAC）を設定する
手順を説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • 次の URL の『Network Admission Control』フィーチャ モジュール

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123t/123t_8/gt_nac.htm

 • 次の URL の『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.3
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123cgcr/secur_r/

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • NAC の概要（p.51-1）
 • NAC の設定（p.51-12）
 • NAC のモニタリングおよびメンテナンス（p.51-24）

NAC の概要
ここでは NAC について説明します。

 • NAC の概要（p.51-2）
 • NAC 装置のロール（p.51-3）
 • AAA ダウン ポリシー（p.51-4）
 • NAC IP 検証（p.51-4）
 • NAC およびスイッチオーバー（p.51-12）
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NAC の概要
NAC の概要

NAC はシスコの自己防衛型ネットワーク イニシアティブの一部であり、ネットワーク上でのセ
キュリティ脅威の識別、阻止、および適合に役立ちます。ネットワーク化したビジネス環境にお
いて、ワームやウイルスの脅威や影響が強まっています。NAC を使用すると、このような脅威
にネットワーク アクセスを許可する前に、エンドポイントやクライアントのアンチウイルス ス
テータスを検査および検証できます。

Cisco IOS Software Release 12.2SX は、NAC レイヤ 2 IP 検証をサポートしていて、Release 
12.2(33)SXH 以降のリリースでは、NAC レイヤ 3 IP 検証をサポートしています。

NAC レイヤ 2 IP（LAN ポート IP とも呼ばれます）はエッジ スイッチのレイヤ 2 ポートで動作し
ます。NAC レイヤ 2 IP 検証は、NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x とは異なる方法によって検証の開始、
メッセージ交換、およびポリシーの適用を行います。ホスト PC 上では、LAN ポート IP に対する 
IEEE 802.1x のサポートは必要ありません。IEEE 802.1x の詳細については、第 52 章「IEEE 
802.1X ポートベース認証の設定」を参照してください。

NAC をサポートする装置の全一覧については、次の URL の『Release Notes for Network Admission 
Control』Rlease 2.1 を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/2.1/release_notes/NAC21RN.html

NAC レイヤ 3 IP（NAC Gateway IP とも呼ばれます）は、ディストリビューション レイヤ スイッ
チのレイヤ 3 インターフェイスで動作します。NAC レイヤ 3 IP の利点は、NAC 機能を使用する
ためにアクセス レイヤ スイッチで変更が不要な点です。

（注） NAC 機能により、IPv4 トラフィックに対してのみアクセス制御が適用されます。NAC はレイヤ 
2 ブリッジド トラフィックを制限しません。

NAC はルーティングされたトラフィックに対し、ポスチャ検証を行います。ポスチャ検証を行
うことで、ウイルスによるネットワークの被害を低減できます。この機能は、ネットワーク アク
セスを要求するネットワーク装置のアンチウイルス クレデンシャルに基づき、ネットワーク ア
クセスを許可します。このクレデンシャルには、アンチウイルス ソフトウェア、ウイルス定義
ファイル、または特定のウイルス スキャン エンジンのバージョンを使用できます。ホストのア
ンチウイルス クレデンシャルに基づき、要求を行う装置はネットワークへのアクセスを許可また
は制限されます。

クライアント ホストのクレデンシャル検証が失敗した場合は、復旧機能を使用することで、ネッ
トワークへの部分的なアクセスが許可されます。この復旧プロセスにより、クライアント ホスト
からの HTTP トラフィックは、 新のアンチウイルス ファイルへのアクセスを提供する Web 
ページの URL にリダイレクトされます。復旧プロセスによって使用される URL は、ネットワー
ク アクセス ポリシーの一部として定義された復旧サーバのアドレスを解決します。復旧サーバ
とは、 新のアンチウイルス ファイルが保存されるサーバです。ここから、アンチウイルス 
ファイルをダウンロードまたはアップグレードできます。
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NAC の概要 
NAC 装置のロール

図 51-1 に示すように NAC を使用する場合、ネットワーク上の各装置は、それぞれ特定のロール
を担います。

図 51-1 ポスチャ検証装置

ネットワーク上で NAC をサポートする装置は、それぞれ次のロールを実行します。

 • エンドポイント システムまたはクライアント — これは、PC、ワークステーション、サーバ
などのネットワーク上にある装置（ホスト）です。ホストは Cisco Trust Agent（CTA）ソフト
ウェアを実行し、LAN へのアクセスおよびスイッチ サービスを要求し、スイッチからの要
求に応答します。このエンドポイント システムはウイルス感染元となりうるので、ホストに
ネットワーク アクセスを認可する前に、そのアンチウイルス ステータスを検証する必要があ
ります。

 – NAC レイヤ 2 IP の場合、装置が直接接続、IP 電話、またはワイヤレス アクセス ポイン
トを介してアクセス ポートに接続されています。

 – NAC レイヤ 3 IP の場合、装置はスイッチから 1 レイヤ 3 ホップ以上離れています。

CTA ソフトウェアは、ポスチャ エージェントまたはアンチウイルス クライアントとも呼び
ます。

 • スイッチ — これはネットワーク アクセス装置で、検証サービスとポリシーの適用を行いま
す。

 – エッジ スイッチ — ネットワーク エッジで、NAC レイヤ 2 IP 検証サービスの提供とポリ
シーの適用を行うネットワーク アクセス装置です。また、クライアントのアクセス ポリ
シーに基づき、ネットワークへの物理アクセスを制御します。

 – ディストリビューション スイッチ — これは NAC ゲートウェイで、レイヤ 3 ネットワー
ク エッジで検証サービスの提供とポリシーの適用を行います。また、クライアントのア
クセス ポリシーに基づき、レイヤ 3 ネットワークへのアクセスを制御します。

Extensible Authentication Protocol（EAP; 拡張認証プロトコル）メッセージ内のカプセル化情報
は、User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）を基にすることができ
ます。UDP を使用する場合は、スイッチは EAP over UDP（EAPoUDP）フレームを使用しま
す。これは EoU フレームと呼ばれることもあります。

スイッチは、エンドポイントと認証サーバとの間で EAP メッセージをリレーします。

PC

Cisco
Secure ACS

Cisco Trust Agent

RADIUS
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NAC の概要
 • 認証サーバ — 実際のクライアント認証を行う装置です。認証サーバはクライアントのアンチ
ウイルス ステータスを検証し、アクセス ポリシーを決定し、LAN およびスイッチ サービス
へのアクセスがクライアントに許可されているかどうかをスイッチに通知します。スイッチ
はプロキシの役割を果たすため、スイッチと認証サーバ間の EAP メッセージ交換は、スイッ
チには透過的です。

スイッチは RADIUS、Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、アカウ
ンティング）、および EAP 拡張を備えた Cisco Secure Access Control Server（ACS）Version 4.0 
以降をサポートします。

認証サーバは、ポスチャ サーバとも呼ばれます。

AAA ダウン ポリシー

AAA ダウン ポリシーは、AAA サーバが使用できないときであっても、ホストのネットワーク接
続を維持するための機能です。NAC の一般的な展開では、Cisco Secure ACS を使用してクライア
ントの状態（ポスチャ）を検証し、ポリシーを Network Access Device（NAD; ネットワーク アク
セス装置）に返します。ポスチャ検証の実行時に AAA サーバが到達不可能になっている場合は、
ユーザを拒否する（ネットワークへのアクセスを提供しない）のではなく、管理者はホストに適
用可能なデフォルトの AAA ダウン ポリシーを設定できます。

このポリシーには、次のような利点があります。

 • AAA が使用不可能である場合、ホストは制限されることはあっても、ネットワークへの接続
は維持できます。

 • AAA サーバが再稼働すると、ユーザは再検証を受けることが可能であり、ユーザのポリシー
を ACS からダウンロードできます。

（注） AAA サーバの停止時には、ホストに他の既存のポリシーが関連付けられていない場合に限り、
AAA ダウン ポリシーが適用されます。通常、AAA サーバが停止した場合の再検証時には、ホス
トに使用されていたポリシーは維持されます。

AAA ポリシーが適用される際、セッション ステートは AAA DOWN に維持されます。

NAC IP 検証

ここでは NAC IP 検証について説明します。

 • NAC レイヤ 2 IP 検証（p.51-4）
 • NAC レイヤ 3 IP 検証（p.51-5）
 • ポスチャ検証（p.51-6）
 • Cisco Secure ACS と AV ペア（p.51-7）
 • 監査サーバ（p.51-8）
 • ACL（p.51-9）
 • NAC タイマー（p.51-9）

NAC レイヤ 2 IP 検証

エンドポイント システムまたはクライアントが接続されているエッジ スイッチのアクセス ポー
トでは、NAC レイヤ 2 IP を使用できます。装置（ホストまたはクライアント）は、PC、ワーク
ステーション、またはサーバです。これらは図 51-2 に示すように、直接接続、または IP 電話や
ワイヤレス アクセス ポイントを経由して、アクセス ポートに接続されています。
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NAC の概要 
NAC レイヤ 2 IP をイネーブルにすると、EAPoUDP は IPv4 トラフィックだけに対して機能しま
す。スイッチはエンドポイント装置またはクライアントのアンチウイルス ステータスを検査し
て、アクセス制御ポリシーを適用します。

図 51-2 NAC レイヤ 2 IP を使用するネットワーク

NAC レイヤ 2 IP は、図 51-2 に示すように、同一レイヤ 2 ポートに接続された複数のホストのポ
スチャ検証をサポートします。

ホストが接続されているレイヤ 2 ポートで NAC レイヤ 2 IP 検証をイネーブルにすると、スイッ
チは DHCP スヌーピングおよび Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコル）ス
ヌーピングを使用して、接続されたホストを識別できるようになります。スイッチは、ARP パ
ケットを受信したあと、または DHCP スヌーピングのバインディング エントリを作成したあと
に、ポスチャ検証を開始します。NAC レイヤ 2 IP 検証をイネーブルにすると、接続ホストを検
出するデフォルトの手段は ARP スヌーピングとなります。DHCP スヌーピング バインディング 
エントリの作成時にスイッチがホストを検出するようにするには、DHCP スヌーピングをイネー
ブルにする必要があります。

NAC レイヤ 3 IP 検証

ゲートウェイ IP 機能は、2 種類の Posture Validation（PV; ポスチャ検証）トリガーをサポートし
ています。

 • インターセプト ACL
 • ARP ベースのトリガー（SVI インターフェイスのみ）

インターセプト ACL は、クライアントからのインバウンド トラフィックを代行受信して、トラ
フィックが ACL と一致する場合に PV を開始します。

インターフェイスに設定されている IP 許可ルールに関連インターセプト ACL がない場合、ゲー
トウェイでは ARP または DHCP イベントを使用してインターフェイスのポスチャ検証がトリ
ガーされます。

ゲートウェイは ARP キャッシュ内で新規クライアントを学習すると、そのクライアントで PV を
開始します。ARP ベースのトリガーを使用すると ACL TCAM の使用が低下しますが、ゲート
ウェイから 1 レイヤ 3 ホップ離れたクライアントにのみ有効です。したがって、インターセプト 
ACL なしで IP 許可ルールを持つように SVI（でルータ ポートでないもの）のみを設定すること
ができます。
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NAC の概要
ポスチャ検証

レイヤ 2 ポートに割り当てられたアクセス VLAN で、Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミッ
ク ARP インスペクション）だけをイネーブルにしている場合は、ARP パケットが DAI を通過し
たときにポスチャ検証が開始されます。ただし、DHCP スヌーピングと DAI の両方をイネーブル
にしている場合は、DHCP スヌーピング バインディング エントリの作成時に、DHCP によってポ
スチャ検証が開始されます。

ポスチャ検証が開始されると、スイッチはセッション テーブル内にエントリを作成して、ホスト
のポスチャ検証ステータスを追跡し、次のプロセスに従って NAC ポリシーを決定します。

1. ホストが例外リスト内に含まれている場合は、スイッチはユーザ設定の NAC ポリシーをこ
のホストに適用します。

2. EoU バイパスをイネーブルにしている場合は、スイッチは非応答ホスト要求を Cisco Secure 
ACS に送信し、サーバからのアクセス ポリシーをホストに適用します。スイッチは要求の中
に RADIUS AV ペアを挿入し、この要求が非応答ホストのものであることを指定します。

3. EoU バイパスがディセーブルの場合は、スイッチは EAPoUDP hello パケットをホストに送信
し、ホストのアンチウイルス状態を要求します。指定の回数だけ試行してもホストから応答
が得られない場合は、スイッチはこのホストをクライアントレスとして分類し、非応答ホス
トとみなします。スイッチは非応答ホスト要求を Cisco Secure ACS に送信し、サーバからの
アクセス ポリシーをホストに適用します。

（注） クライアントに対する DHCP スヌーピング バインディング エントリを削除すると、スイッチは
セッション テーブルからこのクライアントのエントリを削除します。以降は、このクライアント
は認証されません。

例外リスト

例外リストには、ローカル プロファイルとポリシー設定が指定されています。アイデンティティ 
プロファイルは、IP アドレス、MAC アドレス、または装置タイプに基づき、装置をスタティッ
クに許可または検証するために使用します。アイデンティティ プロファイルは、アクセス制御属
性を指定するローカル ポリシーに関連付けられています。

特定のホストを例外リストに指定し、このホストにユーザ設定ポリシーを適用することで、この
ホストのポスチャ検証をバイパスできます。EAPoUDP セッション テーブルにエントリが追加さ
れると、スイッチはこのホスト情報を例外リストに照合します。ホストが例外リスト内に含まれ
ている場合は、スイッチは設定された NAC ポリシーをホストに適用します。また、スイッチは
クライアントの検証ステータスを POSTURE ESTAB と指定して、EAPoUDP セッション テーブル
を更新します。

EoU バイパス

スイッチは EoU バイパス機能を使用することで、CTA を使用していないホストのポスチャ検証
を迅速に行うことができます。EoU バイパスがイネーブルの場合は、スイッチはアンチウイルス 
ステータスを要求するメッセージをホストに送信しません。代わりに、スイッチは Cisco Secure 
ACS に対し、このホストの IP アドレス、MAC アドレス、サービス タイプ、および EAPoUDP 
セッション ID を含めた要求を送信します。Cisco Secure ACS はこのホストに対するアクセス制御
を判断し、ポリシーをスイッチに送信します。

EoU バイパスがイネーブルであり、ホストが非応答の場合は、スイッチは非応答ホスト要求を 
Cisco Secure ACS に送信し、サーバからのアクセス ポリシーをこのホストに適用します。

EoU バイパスがイネーブルであり、ホストで CTA を使用している場合、スイッチは非応答ホス
ト要求を Cisco Secure ACS に送信し、サーバからのアクセス ポリシーをこのホストに適用しま
す。
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EAPoUDP セッション

EoU バイパスがディセーブルの場合は、スイッチは EAPoUDP パケットを送信し、ポスチャ検証
を開始します。ポスチャ検証の実行中、スイッチはデフォルトのアクセス ポリシーを適用しま
す。スイッチが EAPoUDP メッセージをホストに送信し、これに対してホストがアンチウイルス
状態の要求に応答すると、スイッチはこの EAPoUDP 応答を Cisco Secure ACS に転送します。所
定の回数だけ試行してもホストから応答が得られない場合には、スイッチはこのホストを非応答
として分類します。ACS が認定証を確認したあと、認証サーバはポスチャ トークンとポリシー
属性を含めた Access-Accept メッセージをスイッチに返します。スイッチは EAPoUDP セッション 
テーブルを更新し、アクセス制限を適用します。これにより、不適切なポスチャのクライアント
を区分および検疫するか、またはネットワーク アクセスを拒否します。

ポスチャ検証の実行中に適用されるポリシーには、次の 2 タイプがあります。

 • ホスト ポリシー — ホスト ポリシーは、ポスチャ検証の結果に基づいて判断されたアクセス
制限を適用する ACL を使用します。

 • URL リダイレクト ポリシー — URL リダイレクトポリシーは、すべての HTTP または HTTPS 
トラフィックを復旧サーバにリダイレクトする機能を持ちます。これにより、非適合ホスト
は、適合ホストとなるために必要なアップグレード アクションを実行できます。

URL リダイレクトの拒否 ACE（通常は HTTP トラフィックの復旧サーバ宛てのリダイレクトを
バイパスする目的）は、これらの ACE 宛てのトラフィックをハードウェアで転送します。デ
フォルトのインターフェイス ポリシー、およびダウンロードしたホスト ポリシーは適用されま
せん。

このトラフィック（URL リダイレクトの拒否 ACE と一致するトラフィック）をフィルタリング
するには、レイヤ 2 のアクセス VLAN で、VLAN ACL を定義する必要があります。

URL リダイレクト ポリシーは、次の要素で構成されます。

 • 復旧サーバをポイントする URL
 • ホストからのすべての HTTP または HTTPS パケット（復旧サーバ アドレス宛てのものを除

く）をキャプチャし、スイッチ ソフトウェアにリダイレクトして、適切な HTTP リダイレク
ションを実行するためのスイッチ 上の ACL

ホスト ポリシーの ACL 名、リダイレクト URL、および URL リダイレクト ACL は、RADIUS の 
Attribute-Value オブジェクトを使用して伝送されます。

Cisco Secure ACS と AV ペア

NAC IP 検証をイネーブルにすると、Cisco Secure ACS は RADIUS を使用した NAC AAA サービス
を提供します。Cisco Secure ACS はエンドポイント システムのアンチウイルス ステータス情報を
取得し、エンドポイントのアンチウイルス状態を検証します。

RADIUS の VSA（vendor-specific attribute; ベンダー固有属性）である cisco-av-pair を使用すると、
Cisco Secure ACS で次の Attribute-Value（AV）ペアを設定できます。

 • CiscoSecure-Defined-ACL — Cisco Secure ACS 上のダウンロード可能な ACL の名前を指定しま
す。スイッチは ACL 名を、次の形式の CiscoSecure-Defined-ACL AV ペアから取得します。

#ACL#-IP-name-number

name は ACL の名前、number は 3f783768 などのバージョン番号を表します。

Auth-Proxy ポスチャ コードは、指定のダウンロード可能 ACL の Access Control Entry（ACE; 
アクセス コントロール エントリ）が、以前にダウンロード済みかどうかを調べます。まだダ
ウンロードされていない場合は、Auth-Proxy ポスチャ コードはダウンロード可能 ACL 名を
ユーザ名として指定した AAA 要求を送信し、この ACE がダウンロードされるようにしま
す。これで、このダウンロード可能 ACL が、名前付き ACL としてスイッチ上に作成されま
す。この ACL には、送信元アドレスが「any」の ACE が含まれます。リストの 後に暗黙的
な deny ステートメントは含まれません。ポスチャ検証の完了後に、ダウンロード可能 ACL 
がインターフェイスに適用されると、送信元アドレスが「any」からホストの送信元 IP アド
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レスに変更されます。これらの ACE は、エンドポイント装置が接続されたスイッチ イン
ターフェイスに適用された、ダウンロード可能 ACL に追加されます。トラフィックが 
CiscoSecure-Defined-ACL ACE に一致すると、適切な NAC アクションが実行されます。

 • url-redirect および url-redirect-acl — スイッチ上のローカル URL ポリシーを指定します。ス
イッチは、これらの cisco-av-pair VSA を次の形式で使用します。

 – url-redirect = <HTTP または HTTPS URL>
 – url-redirect-acl = ACL の名前または番号

これらの AV ペアを使用すると、スイッチはエンドポイント装置からの HTTP または HTTPS 
要求を代行受信して、指定のリダイレクト アドレスにクライアントのブラウザを転送しま
す。リダイレクト先のサイトでは、クライアントは 新のアンチウイルス ファイルをダウン
ロードできます。Cisco Secure ACS の url-redirect AV ペアには、ブラウザのリダイレクト先と
なる URL が含まれます。url-redirect-acl AV ペアは、リダイレクトする HTTP または HTTPS 
トラフィックを指定する ACL の名前または番号を示します。ACL はスイッチ上に定義して
おく必要があります。この結果、リダイレクト ACL 内の許可エントリに一致するトラフィッ
クがリダイレクトされます。

ホストのポスチャが適切でない場合は、状況に応じてこれらの AV ペアが送信されます。

（注） HTTP または HTTPS トラフィック用に URL をリダイレクトできますが、両方を同時
にリダイレクトすることはできません。Cisco IOS ソフトウェア HTTP サーバは、
HTTP ポートまたは HTTPS ポートを待ち受けることができますが、両方を同時に待ち
受けることはできないためです。

Cisco IOS ソフトウェアのサポートする AV ペアの詳細については、AAA クライアント上で実行
されるソフトウェア リリースについての ACS コンフィギュレーションおよびコマンド リファレ
ンス マニュアルを参照してください。

監査サーバ

Cisco Trust Agent（CTA）を実行していないエンド デバイスは、ネットワーク アクセス装置から
確認を受けたときに、認定証を提供できません。このような装置を、エージェントレスまたは非
応答と表現します。NAC のアーキテクチャは、監査サーバを組み込めるように拡張されていま
す。監査サーバとは、CTA が実装されていないホストのセキュリティ適合性を調査、スキャン、
および判別できるサードパーティ製サーバです。監査サーバの検査結果はアクセス サーバに反映
させることができるので、すべての非応答ホストに対して共通の制限ポリシーを適用するのでは
なく、ホスト固有のネットワーク アクセス ポリシーを判断できます。任意のサードパーティ製
監査処理を NAC アーキテクチャに統合することで、より堅牢なホスト監査および検査機能を構
築できます。

図 51-3 は、一般的なトポロジに監査サーバを組み込む方法を示します。
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図 51-3 NAC 装置のロール

このアーキテクチャでは、ホストが監査サーバと通信できるように、監査サーバが到達可能であ
ることを前提としています。ホスト（エンドポイント装置）がポスチャ検査用に設定された 
NAD を介してネットワーク アクセスを行うと、 終的に NAD は AAA サーバ（Cisco Secure 
ACS）に対し、このホストに適用するアクセス ポリシーを要求します。AAA サーバは、外部の
監査サーバによるホストのスキャンをトリガーするように設定できます。監査サーバによるス
キャンは非同期に行われ、完了までに数秒かかることがあります。監査サーバによるスキャンの
実行中は、AAA サーバは NAD に対し、適用する 小限の制限セキュリティ ポリシー、および短
いポーリング タイマー（セッション タイムアウト）を伝送します。監査サーバから結果が返さ
れるまで、NAD は所定の時間間隔で AAA サーバに対してポーリングを行います。AAA サーバ
は監査結果を受け取ると、監査結果に基づいてアクセス ポリシーを計算し、次に要求を受けたと
きに NAD にこのポリシーを送信し、適用を依頼します。

ACL
インターフェイスで NAC IP 検証を設定する場合は、同じインターフェイス上にデフォルトのセ
キュリティ ACL も設定しておく必要があります。ポスチャ検証を完了していないホストからの 
IP トラフィックに対しては、デフォルトの ACL が適用されます。

スイッチにデフォルトの ACL を設定している場合に、Cisco Secure ACS がホストのアクセス ポリ
シーをスイッチに送信すると、スイッチはレイヤ 2 ポートに接続されたホストからのトラフィッ
クに対し、このポリシーを適用します。ポリシーがトラフィックに適用されると、スイッチはこ
のトラフィックを転送します。ポリシーがトラフィックに適用されない場合は、スイッチはデ
フォルトの ACL を適用します。デフォルト ACL が設定されていない場合、トラフィックは許可
されます。

Cisco Secure ACS がスイッチに対し、ポリシーマップ アクションとしてリダイレクト URL を指定
したダウンロード可能 ACL を送信した場合は、レイヤ 2 ポートに設定されたデフォルトの ACL 
より、このダウンロード可能 ACL の方が優先されます。また、リダイレクト URL ACL ポリシー
は、ホストにすでに設定されたポリシーよりも優先されます。スイッチにデフォルトのポート 
ACL が設定されていない場合であっても、スイッチは Cisco Secure ACS からのダウンロード可能 
ACL を適用できます。

NAC タイマー

スイッチは、次のタイマーをサポートします。

 • ホールド タイマー（p.51-10）
 • アイドル タイマー（p.51-10）
 • 再送信タイマー（p.51-11）
 • 再検証タイマー（p.51-11）

IP RADIUS

AAA 

NAD

 IP 

GAMEP

1
4
0
1
2
3
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 • ステータス クエリー タイマー（p.51-12）

ホールド タイマー

ホールド タイマーは、EAPoUDP セッションを検証しようとする試みが失敗したあとに、次の新
規セッションがすぐに開始されないように抑制します。このタイマーは、Cisco Secure ACS がス
イッチに Accept-Reject メッセージを送信した場合だけに使用されます。

ホールド タイマーのデフォルト値は 180 秒（3 分）です。

EAPoUDP セッションの検証が失敗するのは、ホストのポスチャ検証が失敗した場合、セッショ
ン タイマーが満了した場合、スイッチまたは Cisco Secure ACS が無効なメッセージを受信した場
合などです。スイッチまたは認証サーバが無効なメッセージを連続して受信する場合は、悪意あ
るユーザが DoS 攻撃（サービス拒絶攻撃）を仕掛けようとしている可能性もあります。

アイドル タイマー

アイドル タイマーは、ポスチャ検証を行っているホストから ARP パケットが送信されるまで、
または IP 装置追跡テーブル内のエントリが更新されるまでのスイッチの待機時間を制御し、ホ
ストが接続されているかどうかを確認します。アイドル タイマーは既知のホスト リストを使用
して、ポスチャ検証を開始したホスト、および IP 装置追跡テーブルを追跡します。

アイドル タイマーは、スイッチが ARP パケットを受信した時点、または IP 装置追跡テーブル内
のエントリが更新された時点でリセットされます。アイドル タイマーが満了すると、スイッチは
このホストに対する EAPoUDP セッションを終了し、このホストは検証されなくなります。

アイドル タイマーのデフォルト値は、プローブの実行間隔に、プローブの再試行数を掛けた値と
して計算されます。デフォルトでは、アイドル タイマーのデフォルト値は 90 秒であり、これは
プローブの実行間隔である 30 秒に、プローブの再試行数 3 を掛けた値です。

スイッチは既知のホスト リストを維持し、ポスチャ検証を開始したホストを追跡します。スイッ
チは ARP パケットを受信すると、このリストのエージング タイマー、およびアイドル タイマー
をリセットします。リストのエージング時間が満了すると、スイッチは ARP プローブを送信し、
このホストが存在するかどうかを確認します。ホストが存在する場合は、ホストはスイッチに対
して応答メッセージを送信します。スイッチはこれを受け、既知のホスト リストの該当エントリ
を更新します。さらに、スイッチはリストのエージング タイマーおよびアイドル タイマーをリ
セットします。スイッチで応答がない場合、スイッチは Cisco Secure ACS とのセッションを終了
し、このホストの検証も中止されます。

スイッチは IP 装置追跡テーブルを使用して、スイッチに接続されているホストを検出および管
理します。また、スイッチはホストの検出には ARP または DHCP スヌーピングも使用されます。
デフォルトでは、スイッチの IP 装置追跡機能はディセーブルにされています。

NAC IP 検証を使用するには、IP 装置追跡機能をイネーブルにする必要があります。

IP 装置追跡をイネーブルにした場合、ホストが検出されると、スイッチは IP 装置追跡テーブル
にエントリを追加します。このエントリには、次の情報が含まれます。

 • ホストの IP および MAC アドレス

 • スイッチがホストを検出したインターフェイス

 • ホストの検出時に ACTIVE に設定されるホスト状態

インターフェイスで NAC レイヤ 2 またはレイヤ 3 IP 検証をイネーブルにしている場合は、IP 装
置追跡テーブルにエントリが追加されると、ポスチャ検証が開始されます。

IP 装置追跡テーブルでは、テーブルからエントリを削除する前に、スイッチがこのエントリに対
して ARP プローブを送信する回数を設定できます。また、スイッチが ARP プローブを再送信す
るまでの待機時間（秒単位）も設定できます。スイッチで IP 装置追跡テーブルのデフォルト設
定を使用する場合は、スイッチはすべてのエントリに対し、30 秒おきに ARP プローブを送信し
ます。ホストがプローブに応答すると、このホストの状態が更新され、アクティブの状態で維持
されます。スイッチで応答がない場合、スイッチはさらに 3 つの ARP プローブを 30 秒おきに送
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信できます。スイッチは 大数の ARP プローブを送信したあと、テーブルからこのホスト エン
トリを削除します。EAPoUDP セッションがセットアップされている場合、スイッチはこのホス
トのセッションを終了します。

IP 装置追跡を行うことで、DHCP の限界を克服し、ホストをタイムリーに検出できます。リンク
が停止した場合は、このインターフェイスに関連付けられた IP 装置追跡エントリは削除されず、
これらのエントリの状態は非アクティブに変わります。スイッチでは IP 装置追跡テーブル内の
アクティブ エントリ数に制限はありませんが、非アクティブ エントリを削除するための上限が
適用されます。テーブルがテーブル サイズ制限に到達すると、スイッチが非アクティブ エント
リを削除します。テーブル内に非アクティブ エントリが含まれない場合は、IP 装置追跡テーブ
ル内のエントリ数は単純に増加します。ホストが非アクティブになると、スイッチはこのホスト 
セッションを終了します。

テーブル サイズ制限は 2048 です。

インターフェイス リンクが復元されると、スイッチはこのインターフェイスに関連付けられたエ
ントリに対して ARP プローブを送信します。ARP プローブに応答しないホストのエントリはス
イッチで期限切れとなります。スイッチは、応答のあったホストの状態をアクティブに変更し、
ポスチャ検証を開始します。

再送信タイマー

再送信タイマーは、ポスチャ検証の実行中に、スイッチが要求を再送信する前にクライアントか
らの応答を待機する時間を制御します。このタイマーの設定値が低すぎると、不必要な再送信が
行われる可能性があり、設定値が高すぎると、応答時間が長くなる可能性があります。

再送信タイマーのデフォルト値は 3 秒です。

再検証タイマー

再検証タイマーは、ポスチャ検証の実行中に EAPoUDP メッセージを使用していたクライアント
に対し、NAC ポリシーが適用される期間を制御します。このタイマーは、 初のポスチャ検証
が完了した時点で開始されます。ホストが再検証されると、このタイマーはリセットされます。
再検証タイマーのデフォルト値は 36000 秒（10 時間）です。

スイッチに再検証タイマーの値を指定するには、eou timeout revalidation seconds 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。また、インターフェイスに再検証タイマーの値を指
定するには、eou timeout revalidation seconds  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。

（注） 再検証タイマーはスイッチ上でローカルに設定することも、コントロール サーバからダウンロー
ドすることもできます。

再検証タイマーは、AAA を実行する Cisco Secure ACS からの Access-Accept メッセージに含まれ
る Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）、および Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）
に基づいて動作します。スイッチが Session-Timeout 値を受信した場合は、この値はスイッチ上の
再検証タイマー値よりも優先されます。

再検証タイマーが満了した場合のスイッチのアクションは、次の Termination-Action 属性値のい
ずれかに応じて異なります。

 • Termination-Action RADIUS 属性値がデフォルト値の場合は、セッションは終了します。

 • スイッチが受信した Termination-Action 属性値がデフォルト以外の場合は、ポスチャ検証の実
行中、EAPoUDP セッションおよび現在のアクセス ポリシーは有効な状態を維持します。

 • Termination-Action 属性値が RADIUS の場合は、スイッチはクライアントを再検証します。

 • サーバからのパケットに Termination-Action 属性が含まれない場合は、EAPoUDP セッション
は終了します。
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ステータス クエリー タイマー

ステータス クエリー タイマーは、以前検証したクライアントが存在し、そのポスチャが変更さ
れていないことを確認するまでの、スイッチの待機時間を制御します。EAPoUDP メッセージに
よって認証されたクライアントだけが、このタイマーを使用します。このタイマーは、クライア
ントの 初の検証が完了した時点で開始されます。ステータス クエリー タイマーのデフォルト
値は 300 秒（5 分）です。

ホストが再認証されると、このタイマーはリセットされます。このタイマーが満了すると、ス
イッチはホストに Status-Query メッセージを送信して、ホストのポスチャ検証の状態を確認しま
す。ホストがポスチャが変更されたことを示すメッセージをスイッチに送信すると、スイッチは
ホストのポスチャを再検証します。

NAC およびスイッチオーバー

RPR モードの冗長性を設定している場合は、スイッチオーバーが発生すると、現在ポスチャを検
証されているホストの情報がすべて失われます。すべてのセッションが再検証されます。ユーザ
は検証されず、サービスが中断する可能性があります。

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、SSO モード冗長性を使用している場合、ip admission 
ha コマンドを入力してスタンバイ スーパーバイザ エンジンとのホスト セッション テーブル同期
をイネーブルにすることができます。ハイ アベイラビリティ機能がイネーブルの場合、スイッチ
オーバーによる中断がないため、スイッチオーバーが発生しても確立しているポスチャ済みホス
トは再検証不要です。SSO の前に未確立のポスチャ セッションは、スイッチオーバー後に再検
証が必要です。

NAC の設定
ここでは、NAC を設定する手順について説明します。

 • NAC のデフォルト設定（p.51-12）
 • NAC IP に関する注意事項、制限事項、および制約事項（p.51-12）
 • NAC IP 検証の設定（p.51-14）
 • EAPoUDP の設定（p.51-18）
 • アイデンティティ プロファイルおよびアイデンティティ ポリシーの設定（p.51-19）
 • NAC ハイ アベイラビリティの設定（p.51-20）
 • NAC AAA ダウン ポリシーの設定（p.51-20）

NAC のデフォルト設定

デフォルトでは、NAC IP 検証はディセーブルです。

NAC IP に関する注意事項、制限事項、および制約事項

 • NAC 機能により、IPv4 トラフィックに対してのみアクセス制御が適用されます。NAC はレ
イヤ 2 ブリッジド トラフィックを制限しません。

 • IPv6 トラフィックはポスチャ検証をトリガーせず、NAC IP は IPv6 トラフィックにアクセス 
ポリシーを適用しません。

 • NAC IP が正しく動作するためには、EAPoUDP トラフィックがデフォルト ACL によって許可
される必要があります。
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 • DHCP スヌーピングが正しく動作するには、インターフェイスのデフォルト ACL およびホス
ト ポリシーで DHCP トラフィックが許可される必要があります。

 • エンドポイント装置からの HTTP および HTTPS 要求を指定の URL に転送するには、HTTP 
サーバ機能をイネーブルにする必要があります。url-redirect-acl AV ペアを、URL ACL 名とし
て定義してください。この ACL には、deny tcp any remediation server address eq www コマン
ドに続けて、リダイレクトする HTTP トラフィックに対する許可 ACE を指定する必要があり
ます。

NAC レイヤ 2 IP 検証に関する注意事項、制限事項、および制約事項

NAC レイヤ 2 IP 検証を設定する場合、次の注意事項、制限事項、および制約事項に従ってくだ
さい。

 • レイヤ 2 IP 検証が正しく実行されるには、スイッチからホストへのレイヤ 3 ルートを設定す
る必要があります。

 • ポートの親 VLAN に VACL キャプチャまたは Cisco IOS ファイアウォール（CBAC）が設定
されている場合は、レイヤ 2 IP 検証は実行されません。

 • CPU にリダイレクトされた LAN ポート IP（LPIP） ARP トラフィックは、SPAN 機能によって
スパニングされません。

 • NAC レイヤ 2 IP 検証は、トランク ポート、トンネル ポート、EtherChannel メンバ、または
ルーテッド ポートではサポートされません。Catalyst 6500 シリーズ スイッチは、
EtherChannel 上でレイヤ 2 IP をサポートします。

 • NAC レイヤ 2 IP 検証をイネーブルにしている場合は、ホストが接続されたレイヤ 2 ポート上
で ACL を設定する必要があります。

 • レイヤ 2 ポートがプライベート VLAN の一部である場合は、NAC レイヤ 2 IP はサポートされ
ません。

 • CPU にリダイレクトされた NAC レイヤ 2 IP ARP トラフィックは、SPAN 機能によってスパ
ニングされません。

 • 送信元 IP アドレスの異なる大量の ARP パケットがスイッチに送信される場合は、DoS 攻撃
が行われている可能性があります。この問題を回避するには、mls rate-limit layer2 
ip-admission コマンドを使用して、IP アドミッション MLS レート制限機能を設定する必要が
あります。

 • レイヤ 2 ポートの親 VLAN 上で DAI もイネーブルにされている場合は、CPU に転送される 
ARP パケットの IP アドミッション レート制限は無効になります。この状況では、ARP イン
スペクションによるレート制限が機能します。ARP インスペクションによるレート制限はソ
フトウェアで行われ、IP アドミッション レート制限はハードウェアで行われます。

 • NAC レイヤ 2 IP および NAC レイヤ 2 IEEE 802.1x が同一アクセスポートでイネーブルの場合、
IEEE 802.1x 認証が優先されます。ポートが接続されているホストのポスチャはすでに検証さ
れている可能性があり、スイッチは IEEE 802.1x に基づいてアクセス制限を適用しています。

 • スイッチで DHCP リース許可を使用して接続ホストを識別するには、DHCP スヌーピングを
イネーブルにする必要があります。DHCP 環境では、DHCP パケットはデフォルト インター
フェイス、およびダウンロードされたホスト ポリシーの両方で許可されます。

 • ポスチャ検証が行われる前に、エンド ステーションが DNS 要求を送信できるようにするに
は、レイヤ 2 ポート上で名前付きのダウンロード可能 ACL を設定し、ACE で DNS パケット
を許可する必要があります。

 • 音声 VLAN に属するレイヤ 2 ポートに NAC レイヤ 2 IP 検証が設定されている場合は、この
スイッチは IP 電話のポスチャを検証しません。IP 電話が例外リストに指定されていることを
確認してください。

 • NAC レイヤ 2 IP 検証がイネーブルにされている場合は、入力インターフェイス上に設定され
ている VLAN ACL およびルータ ACL より、NAC レイヤ 2 IP 設定の方が優先されます。たと
えば、VLAN ACL とルータ ACL が設定されている場合は、各ポリシーは LPIP ポリシー、
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VLAN ACL、ルータ ACL の順に 1 つずつ適用されます。次のポリシーは、トラフィックが 1 
つ前のポリシー検査を通過した場合にのみ適用されます。順次適用されるポリシーのいずれ
かでトラフィックが拒否された場合は、このトラフィックはアクセスを拒否されます。ダウ
ンロードされた LPIP ホスト ポリシーは、デフォルトのインターフェイス ポリシーを常に上
書きします。

 • 入力 VLAN で DAI をイネーブルにしている場合は、スイッチで ARP パケットの検証後のみ
にポスチャ検証が開始されます。

 • URL リダイレクトの拒否 ACE に送信されたトラフィックは、ハードウェアで転送され、デ
フォルト インターフェイス ポリシーおよびダウンロードされたホスト ポリシーは適用され
ません。このトラフィック（URL リダイレクト の拒否 ACE と一致するトラフィック）を
フィルタリングするには、レイヤ 2 のアクセス VLAN で、VLAN ACL を定義する必要があり
ます。このように設定することで、復旧サーバ宛ての HTTP トラフィックのリダイレクショ
ンをバイパスできます。

NAC レイヤ 3 IP 検証に関する注意事項、制限事項、および制約事項

NAC レイヤ 3 IP 検証を設定する場合、次の注意事項、制限事項、および制約事項に従ってくだ
さい。

 • NAC ゲートウェイ機能は Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 32-8GE でサポートさ
れています。

 • ARP ベース トリガーの場合、GWIP が ARP プロービング メカニズムを使用してホストの存
在を検出します。

 • インターフェイスで NAC ゲートウェイ IP 検証をイネーブルする場合は、同じインターフェ
イス上にデフォルトの Cisco IOS ACL も設定しておく必要があります。

 • URL リダイレクトの拒否 ACE に送信されたトラフィックは、ハードウェアで転送され、デ
フォルト インターフェイス ポリシーおよびダウンロードされたホスト ポリシーは適用され
ません。このトラフィック（URL リダイレクト の拒否 ACE と一致するトラフィック）で
フィルタリングが必要な場合、インターフェイス上で Cisco IOS ACL を定義する必要があり
ます。このように設定することで、復旧サーバ宛ての HTTP トラフィックのリダイレクショ
ンをバイパスできます。

 • シングルホスト モードの IEEE 802.1x 認証と NAC レイヤ 2 IP 検証がレイヤ 2 ポートで設定さ
れていて、接続されている ホストの IEEE 802.1x 認証が失敗した場合、DHCP または ARP パ
ケットをホストから受信する際にスイッチはポスチャ検証を開始しません。

IEEE 802.1x 認証がポートに設定されている場合、クライアントが正常に認証されるまでポー
トは EAPOL フレーム以外のトラフィックを送受信しません。

NAC IP 検証の設定

NAC レイヤ 2 IP 検証を設定するには、特権 EXEC モードで、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip admission name rule_name 
eapoudp 

ルール名を指定して、IP NAC ルールを作成およ
び設定します。

IP NAC ルールをスイッチから削除するには、 no 
ip admission name rule-name eapoudp 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。
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ステップ 3 Router(config)# mls rate-limit layer 2 ip 
ip-admission pps (burst)

または
Router(config)# mls rate-limit unicast ip 
features pps (burst)

レイヤ 2 ポートの場合、CPU 宛ての IP アドミッ
ション トラフィックのレート制限をイネーブル
にします。

レイヤ 3 ポートの場合、CPU 宛ての IP アドミッ
ション トラフィックのレート制限をイネーブル
にします。

ステップ 4 Router(config)# access-list access_list_number 
{deny | permit} source [source_wildcard] [log] 

送信元アドレスとワイルドカードを使用して、
ACL を定義します。

access_list_number 値は、1 ～ 99 または 1300 ～ 
1999 の範囲の 10 進数値です。

deny または permit を入力して、条件が一致した
場合にアクセスを拒否するのか許可するのかを指
定します。

source 値は、パケットの送信元となるネットワー
クまたはホストのアドレスであり、次の形式で指
定されます。

 • ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値。

 • source、および source_wildcard 0.0.0.0 
255.255.255.255 の略を意味するキーワード 
any。source_wildcard を入力する必要はあり
ません。

 • source、および source-wildcard source 0.0.0.0 の
略を意味するキーワード host。

（任意）source_wildcard を指定すると、ワイルド
カード ビットが送信元アドレスに適用されます。

（任意）log を入力すると、エントリと一致するパ
ケットの詳細を示すロギング メッセージがコン
ソールに送信されます。

ステップ 5 Router(config)# interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 6 Router(config)# ip access-group 
{access_list_number | name} in

指定のインターフェイス宛てのアクセスを制御し
ます。

ステップ 7 Router(config)# ip admission name rule_name 指定の IP NAC ルールをインターフェイスに適用
します。

指定のインターフェイスに適用された IP NAC 
ルールを削除するには、no ip admission name 
rule-name 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。

ステップ 8 Router(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻
ります。

ステップ 9 Router# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 10 Router(config)# aaa authentication eou default 
group radius

EAPoUDP の認証方法を設定します。

EAPoUDP 認証方法を削除するには、no aaa 
authentication eou default 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。

コマンド 目的
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ステップ 11 Router(config)# ip device tracking IP 装置追跡テーブルをイネーブルにします。

IP 装置追跡テーブルをディセーブルにするには、
no device tracking 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。

ステップ 12 Router(config)# ip device tracking probe {count 
count | interval interval}

（任意）IP 装置追跡テーブルに対し、次のパラ
メータを設定します。

 • count count — スイッチが ARP プローブを送
信する回数を設定します。有効値の範囲は 1 
～ 5 であり、デフォルトは 3 です。

 • interval interval — スイッチが ARP プローブ
を再送する前に、応答を待機する秒数を設定
します。有効値の範囲は 30 ～ 300 秒です。デ
フォルト値は 30 秒です。

ステップ 13 Router(config)# radius-server host {hostname | 
ip_address} key string

（任意）RADIUS サーバの各パラメータを設定し
ます。

hostname または ip_address 値には、リモート 
RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを
指定します。

key string 値には、RADIUS サーバ上で動作する 
RADIUS デーモンとスイッチとの間で使用する認
証および暗号キーを指定します。キーは、
RADIUS サーバで使用する暗号キーに一致するテ
キスト ストリングでなければなりません。

（注） キーは、radius-server host コマンド構文
の末尾で設定してください。これは、先
頭のスペースは無視されるが、キーのス
トリング内または末尾のスペースは使用
されるためです。キーにスペースを使用
する場合は、引用符がキーの一部分であ
る場合を除き、引用符でキーを囲まない
でください。キーは RADIUS デーモンで
使用する暗号に一致している必要があり
ます。

複数の RADIUS サーバを使用する場合は、この
コマンドを再度入力します。

ステップ 14 Router(config)# radius-server attribute 8 
include-in-access-req 

スイッチが非応答ホストに接続されている場合
は、アクセス要求パケットまたはアカウンティン
グ要求パケット内で、Framed-IP-Address RADIUS 
属性（属性 [8]）を送信するようにスイッチを設
定します。

ステップ 15 Router(config)# radius-server vsa send 
authentication 

VSA を認識および使用するようにネットワーク 
アクセス サーバを設定します。

コマンド 目的
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NAC IP 検証を設定する場合は、次の注意事項に留意してください。

 • IP NAC ルールをスイッチから削除するには、no ip admission name rule_name eapoudp 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。指定のインターフェイスに適用された 
IP NAC ルールを削除するには、no ip admission admission_name 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。

 • EAPoUDP 認証方法を削除するには、no aaa authentication eou default 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。AAA サーバからセキュリティ アソシエーションを
取得しないように auth-proxy ポスチャ コードを設定するには、no aaa authorization 
auth-proxy default 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。

 • IP 装置追跡テーブルをディセーブルにし、テーブルの各パラメータをデフォルト値に戻すに
は、no device tracking および no device tracking probe {count | interval} 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。

 • Framed-IP-Address 属性を送信しないようにスイッチを設定するには、no radius-server 
attribute 8 include-in-access-req 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。

 • EAPoUDP システム イベントのロギングをディセーブルにするには、no eou logging 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。

 • スイッチまたは指定のインターフェイスから、すべての NAC クライアント装置エントリを
消去するには、clear eou 特権 EXEC コマンドを使用します。IP 装置追跡テーブル内のエント
リを消去するには、clear ip device tracking 特権 EXEC コマンドを使用します。

 • シングルホスト モードの IEEE 802.1x 認証と NAC レイヤ 2 IP 検証がレイヤ 2 ポートで設定さ
れていて、接続されているホストの IEEE 802.1x 認証が失敗した場合、DHCP または ARP パ
ケットをホストから受信する際にスイッチはポスチャ検証を開始しません。

IEEE 802.1x 認証がポートに設定されている場合、クライアントが正常に認証されるまでポー
トは EAPOL フレーム以外のトラフィックを送受信しません。

ステップ 16 Router(config)# ip device tracking [probe {count 
count | interval interval}]

（任意）IP 装置追跡テーブルに対し、次のパラ
メータを設定します。

 • probe count count — IP 装置追跡テーブルから
エントリを削除する前に、スイッチがエント
リに対する ARP プローブを送信する回数を
設定します。有効値の範囲は 1 ～ 5 であり、
デフォルトは 3 です。

 • probe interval interval — スイッチが ARP プ
ローブを再送する前に、応答を待機する秒数
を設定します。有効値の範囲は 30 ～ 300 秒で
す。デフォルト値は 30 秒です。

ステップ 17 Router(config)# eou logging （任意）EAPoUDP システム ロギング イベントを
イネーブルにします。

ステップ 18 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 19 Router# show ip admission {[cache] 
[configuration] [eapoudp]} 

NAC 設定またはネットワーク アドミッション 
キャッシュ エントリを表示します。

ステップ 20 Router# show ip device tracking {all | interface 
interface_id | ip ip_address | mac mac_address}

IP 装置追跡テーブル内の各エントリの情報を表示
します。

ステップ 21 Router# show ip access lists interface interface Cisco IOS ソフトウェアの設定において、ダウン
ロードされたホスト ポリシーを表示します。

ステップ 22 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。

コマンド 目的
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NAC の設定
次に、スイッチ インターフェイス上で NAC レイヤ 2 IP 検証を設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip admission name nac eapoudp
Router(config)# access-list 5 permit any any
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1
Router(config-if)# ip access-group 5 in
Router(config-if)# ip admission nac 
Router(config-if)# exit
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authentication eou default group radius
Router(config)# radius-server host admin key rad123
Router(config)# radius-server vsa send authentication
Router(config)# ip device tracking probe count 2
Router(config)# eou logging
Router(config)# end

EAPoUDP の設定

EAPoUDP を設定するには、特権 EXEC モードで、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# eou allow {clientless | 
ip-station-id}
eou default
eou logging
eou max-retry number
eou port port_number
eou ratelimit number
eou timeout {aaa seconds | hold-period seconds | 
retransmit seconds | revalidation seconds | 
status-query seconds}
eou revalidate

EAPoUDP 値を指定します。

allow、default、logging、max-retry、port、
rate-limit、revalidate、および timeout の各キー
ワードの詳細については、このリリースおよび

『Network Admission Control』フィーチャ モジュー
ルのコマンド リファレンスを参照してください。

ステップ 3 Router(config)# interface interface_id インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 4 Router(config)# eou default
eou max-retry number
eou timeout {aaa seconds | hold-period seconds | 
retransmit seconds | revalidation seconds | 
status-query seconds}
eou revalidate

指定のインターフェイスに対し、EAPoUDP の関
連付けをイネーブル化および設定します。

default、max-retry、revalidate、および timeout 
の各キーワードの詳細については、このリリース
および『Network Admission Control』フィーチャ 
モジュールのコマンド リファレンスを参照して
ください。

ステップ 5 end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Router# show eou {all | authentication 
{clientless | eap | static} | interface 
interface_id | ip ip_address | mac mac_address | 
posturetoken name} 

EAPoUDP 設定またはセッション キャッシュ エン
トリについての情報を表示します。

ステップ 7 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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グローバルなデフォルトの EAPoUDP 値に戻すには、 eou グローバル コンフィギュレーション コ
マンドの no 形式を使用します。EAPoUDP 関連付けをディセーブルにするには、 eou インター
フェイス コンフィギュレーション コマンドの no 形式を使用します。

アイデンティティ プロファイルおよびアイデンティティ ポリシーの
設定

アイデンティティ プロファイルおよびアイデンティティ ポリシーを設定するには、特権 EXEC 
モードで、次の作業を行います。

スイッチからアイデンティティ ポリシーを削除するには、no identity-policy policy_name 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。アイデンティティ プロファイルを削除する
には、 no identity profile eapoudp 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。指
定の IP 装置を許可しないようにし、この装置から指定のポリシーを削除するには、no device 
{authorize | not-authorize} {ip-address ip_address | mac-address mac_address | type cisco ip phone} 
[policy policy_name] 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。

次に、アイデンティティ プロファイルおよびアイデンティティ ポリシーを設定する例を示しま
す。

Router# configure terminal
Router(config)# identity policy policy1
Router(config-identity-policy)# access-group group1
Router(config)# identity profile eapoudp
Router(config-identity-prof)# device authorize ip address 10.10.142.25 policy policy1
Router(config-identity-prof)# exit
Router(config)# end

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# identity policy policy_name アイデンティティ ポリシーを作成し、アイデン
ティティ ポリシー コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 3 Router(config-identity-policy)# access-group 
access_group

アイデンティティ ポリシーに対するネットワー
ク アクセス属性を定義します。

ステップ 4 Router(config)# identity profile eapoudp アイデンティティ プロファイルを作成し、アイ
デンティティ プロファイル コンフィギュレー
ション モードを開始します。

ステップ 5 Router(config-identity-prof)# device {authorize | 
not-authorize} {ip-address ip_address | 
mac-address mac_address | type cisco ip phone} 
[policy policy_name]

指定の IP 装置を許可し、この装置に指定のポリ
シーを適用します。

ステップ 6 Router(config)# exit アイデンティティ プロファイル コンフィギュ
レーション モードを終了し、グローバル コン
フィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 7 Router# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Router# show running-config 設定を確認します。

ステップ 9 Router# copy running-config startup-config （任意）エントリをコンフィギュレーション ファ
イルに保存します。
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NAC ハイ アベイラビリティの設定

IP アドミッション ハイ アベイラビリティを設定するには、次の作業を行います。

（注） アクティブな Web ベース認証または ポスチャ セッションがある場合、IP アドミッション ハイ ア
ベイラビリティ機能をイネーブルにすることはできません。

スイッチからの IP アドミッション ハイ アベイラビリティをディセーブルにするには、no ip 
admission ha コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、IP アドミッション ハイ アベイラビリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip admission ha
Router(config)# ip admission ha update 50
Router(config)# end
Router(config)# clear ip admission ha stats
Router(config-identity-prof)# show ip admission ha stats 

NAC AAA ダウン ポリシーの設定

NAC AAA ダウン ポリシーを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip admission ha IP アドミッション ハイ アベイラビリティをイ
ネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# ip admission ha update 
update_interval

アクティブ スーパーバイザ エンジンが同期アッ
プデートをスタンバイに送信する頻度を定義しま
す。

インターバルは 30 ～ 60 秒の範囲です。

ステップ 4 Router# show ip admission ha stats セッション同期に関連した統計を表示します。

ステップ 5 Router# clear ip admission ha stats （任意）セッション同期に関連した統計を表示し
ます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config)# ip admission name 
rule-name eapoudp event timeout aaa 
policy identity 
identity_policy_name

NAC ルールを作成し、AAA サーバが到達不可能な場合にセッ
ションに適用するアイデンティティ ポリシーを関連付けます。

ルールをスイッチから削除するには、no ip admission name 
rule-name eapoudp event timeout aaa policy identity 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。
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ステップ 3 Router(config)# access-list 
access-list-number {deny | permit} 
source [source-wildcard] [log] 

送信元アドレスとワイルドカードを使用して、デフォルトの
ポート ACL を定義します。

access-list-number 値は、1 ～ 99 または 1300 ～ 1999 の範囲の 10 
進数値です。

deny または permit を入力して、条件が一致した場合にアクセス
を拒否するのか許可するのかを指定します。

source 値は、パケットの送信元となるネットワークまたはホスト
のアドレスであり、次の形式で指定されます。

 • ドット付き 10 進表記による 32 ビット長の値

 • source、および source-wildcard 値 0.0.0.0 255.255.255.255 の略
を意味するキーワード any。source-wildcard 値を入力する必
要はありません。

 • source、および source-wildcard source 0.0.0.0 の略を意味する
キーワード host

（任意）source-wildcard を使用して、ワイルドカード ビットを送
信元アドレスに適用します。

（任意）log を入力すると、エントリと一致するパケットの詳細
を示すロギング メッセージがコンソールに送信されます。

ステップ 4 Router(config-if)# interface 
interface-id

インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 5 Router(config-if)# ip access-group 
{access-list-number | name} in

指定のインターフェイス宛てのアクセスを制御します。

ステップ 6 Router(config-if)# ip admission 
rule-name 

指定の IP NAC ルールをインターフェイスに適用します。

指定のインターフェイスに適用された IP NAC ルールを削除する
には、no ip admission rule-name  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。

ステップ 7 Router(config)# exit グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 Router(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

ステップ 9 Router(config)# aaa authentication 
eou default group radius

EAPoUDP の認証方法を設定します。

EAPoUDP 認証方法を削除するには、no aaa authentication eou 
default 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。

ステップ 10 Router(config)# aaa authorization 
network default local

許可方法をローカルに設定します。許可方法を削除するには、
no aaa authorization network default local コマンドを使用します。

ステップ 11 Router(config)# ip device tracking IP 装置追跡テーブルをイネーブルにします。

IP 装置追跡テーブルをディセーブルにするには、no ip device 
tracking 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。

コマンド 目的
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ステップ 12 Router(config)# ip device tracking 
[probe {count count | interval 
interval}]

（任意）IP 装置追跡テーブルに対し、次のパラメータを設定しま
す。

 • count count — スイッチが ARP プローブを送信する回数を設
定します。有効値の範囲は 1 ～ 5 であり、デフォルトは 3 で
す。

 • interval interval — スイッチが ARP プローブを再送する前に、
応答を待機する秒数を設定します。有効値の範囲は 30 ～ 300 
秒です。デフォルト値は 30 秒です。

ステップ 13 Router(config)# radius-server host 
{hostname | ip-address} test 
username username idle-time 1 key 
string

（任意）RADIUS サーバの各パラメータを設定します。

hostname または ip-address 値には、リモート RADIUS サーバのホ
スト名または IP アドレスを指定します。

key string 値には、RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモ
ンとスイッチとの間で使用する認証および暗号キーを指定しま
す。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号キーに一致するテキ
スト ストリングでなければなりません。

（注） キーは、radius-server host コマンド構文の末尾で設定し
てください。これは、先頭のスペースは無視されるが、
キーのストリング内または末尾のスペースは使用される
ためです。キーにスペースを使用する場合は、引用符が
キーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まな
いでください。キーは RADIUS デーモンで使用する暗号
に一致している必要があります。

test username パラメータは、AAA サーバがアクティブかどうか
をテストするための、ダミーのユーザ名の設定に使用します。

idle-time パラメータは、サーバの動作ステータスを確認するた
めに行うサーバ テストの実行頻度を設定します。RADIUS サー
バへのトラフィックがない場合は、NAD はこの idle-time 値に基
づき、RADIUS サーバにダミーの RADIUS パケットを送信しま
す。

複数の RADIUS サーバを使用する場合は、このコマンドを再度
入力します。

ステップ 14 Router(config)# radius-server 
attribute 8 include-in-access-req

（任意）スイッチが非応答ホストに接続されている場合に、アク
セス要求パケットまたはアカウンティング要求パケット内で、
Framed-IP-Address RADIUS 属性（属性 [8]）を送信するようにス
イッチを設定します。

Framed-IP-Address 属性を送信しないようにスイッチを設定する
には、no radius-server attribute 8 include-in-access-req 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。

ステップ 15 Router(config)# radius-server vsa 
send authentication

VSA を認識および使用するようにネットワーク アクセス サーバ
を設定します。

ステップ 16 Router(config)# radius-server 
dead-criteria {tries | time} value

1 つまたは両方の基準値（RADIUS サーバを停止状態としてマー
キングするために使用）を、指定の定数値に強制的に設定しま
す。

コマンド 目的
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次に、AAA ダウン ポリシーを適用する例を示します。

Router# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip admission name AAA_DOWN eapoudp event timeout aaa policy identity 
global_policy
Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authorization network default local
Router(config)# aaa authentication eou default group radius
Router(config)# identity policy global_policy
Router(config-identity-policy)# ac
Router(config-identity-policy)# access-group global_acl
Router(config)# ip access-list extended global_acl
Router(config-ext-nacl)# permit ip any any
Router(config-ext-nacl)# exit
Router(config)# radius-server host 40.0.0.4 test username administrator idle-time 1 key 
cisco
Router(config)# radius-server dead-criteria tries 3
Router(config)# radius-server vsa send authentication
Router(config)# radius-server attribute 8 include-in-access-req
Router(config)# int fastEthernet 2/13
Router(config-if)# ip admission AAA_DOWN
Router(config-if)# exit
Router# show ip admission configuration

Show running output
-------------------
aaa new-model
aaa authentication eou default group radius
aaa authorization network default local 

ip admission name AAA_DOWN eapoudp event timeout aaa policy identity global_policy

identity policy global_policy
 access-group global_acl

interface FastEthernet2/13
 switchport
 switchport access vlan 222
 switchport mode access
 no ip address
 ip access-group 115 in
 ip admission AAA_DOWN
!

ステップ 17 Router(config)# eou logging （任意）EAPoUDP システム ロギング イベントをイネーブルにし
ます。

EAPoUDP システム イベントのロギングをディセーブルにするに
は、no eou logging 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。

ステップ 18 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 19 Router# show ip admission {[cache] 
[configuration] [eapoudp]} 

NAC 設定またはネットワーク アドミッション キャッシュ エント
リを表示します。

ステップ 20 Router# show ip device tracking 
{all | interface interface-id | ip 
ip-address | mac mac-address}

IP 装置追跡テーブル内の各エントリの情報を表示します。

ステップ 21 Router(# copy running-config 
startup-config

（任意）エントリをコンフィギュレーション ファイルに保存しま
す。

コマンド 目的
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NAC のモニタリングおよびメンテナンス
ip access-list extended global_acl
 permit ip any any

radius-server dead-criteria tries 3
radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server host 40.0.0.4 auth-port 1645 acct-port 1646 test username administrator 
idle-time 1 key cisco
radius-server vsa send authentication

Router# show ip admission configuration 
Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Auth-proxy name AAA_DOWN
   eapoudp list not specified auth-cache-time 60 minutes
   Identity policy name global_policy for AAA fail policy

NAC のモニタリングおよびメンテナンス
ここでは、NAC を監視およびメンテナンスするために行う作業について説明します。

 • テーブル エントリの消去（p.51-24）
 • NAC 情報の表示（p.51-24）

テーブル エントリの消去

EAPoUDP セッション テーブル内のクライアント エントリを消去するには、clear eou 特権 EXEC 
コマンドを使用します。エントリの削除後、新たにエントリが作成されるのは、スイッチがホス
トから ARP パケットを受信したあと、またはスイッチがホストに対する DHCP バインディング 
エントリを作成したあとのみです。

スイッチの IP 装置追跡テーブル内のエントリを消去するには、clear ip device tracking 特権 EXEC 
コマンドを使用します。

NAC 情報の表示

NAC 情報を表示するには、次の作業のいずれかを行います。

コマンド 目的

Router# show dot1x [all | interface interface_id | 
statistics interface interface_id]

IEEE 802.1x 統計情報、管理ステータス、および動作ス
テータスを表示します。

Router# show eou {all | authentication {clientless | 
eap | static} | interface interface_id | ip 
ip_address | mac mac_address | posturetoken name}

EAPoUDP 設定またはセッション キャッシュ エントリに
ついての情報を表示します。

Router# show ip admission {[cache] [configuration] 
[eapoudp]} 

NAC 設定またはネットワーク アドミッション キャッ
シュ エントリを表示します。

Router# show ip device tracking {all | interface 
interface_id | ip ip_address | mac mac_address}

IP 装置追跡テーブル内の各エントリの情報を表示します。
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C H A P T E R52

IEEE 802.1X ポートベース認証の設定

この章では、許可されていない装置（クライアント）がネットワークにアクセスするのを防止す
るために、Cisco IOS Software Release 12.2SX に IEEE 802.1X ポートベース認証を設定する手順を
説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 802.1X ポートベース認証の概要（p.52-1）
 • 802.1X ポートベース認証の設定（p.52-18）
 • 802.1X ステータスの表示（p.52-40）

802.1X ポートベース認証の概要
IEEE 802.1X 標準は、クライアント サーバ ベースのアクセス制御と認証プロトコルを定義し、許
可されていないクライアントが公にアクセス可能なポートを経由して LAN に接続するのを規制
します。認証サーバは、スイッチ ポートに接続する各クライアントを認証したうえでポートを 
VLAN に割り当てて、スイッチや LAN によって提供されるサービスを利用できるようにします。

802.1X アクセス制御では、クライアントが認証されるまで、そのクライアントが接続している
ポート経由では Extensible Authentication Protocol over LAN（EAPOL）トラフィックしか許可され
ません。認証に成功すると、通常のトラフィックをポート経由で送受信することができます。

ここでは、authentication, authorization, and accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）シ
ステムの一部として 802.1 X ポートベース認証のロールについて説明します。

 • 装置のロール（p.52-2）
 • 認証プロセス（p.52-3）
 • 認証の開始およびメッセージ交換（p.52-5）
 • 許可ステートおよび無許可ステートのポート（p.52-7）
 • 802.1X ホスト モード（p.52-8）
 • DHCP スヌーピングのある 802.1X 認証の使用（p.52-8）
 • 802.1X アカウンティング（p.52-9）
 • VLAN 割り当てのある 802.1X 認証の使用（p.52-10）
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802.1X ポートベース認証の概要
 • ゲスト VLAN のある 802.1X 認証の使用（p.52-12）
 • 制限 VLAN のある 802.1X 認証の使用（p.52-12）
 • アクセス不能認証バイパスのある 802.1X 認証の使用（p.52-13）
 • 音声 VLAN ポートのある 802.1X 認証の使用（p.52-15）
 • ポート セキュリティのある 802.1X 認証の使用（p.52-15）
 • WoL のある 802.1X 認証の使用（p.52-16）
 • MAC 認証バイパスのある 802.1X 認証の使用（p.52-17）
 • NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の使用（p.52-18）

装置のロール

802.1X ポート ベースの認証では、図 52-1 に示すように、ネットワーク上の装置にはそれぞれ特
定のロールがあります。

図 52-1 802.1X 装置のロール

図 52-1 に示す特定のロールは、次のとおりです。

 • クライアント — LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを要求し、スイッチの要求に応
答する装置（ワークステーション）。ワークステーション上では、802.1X に準拠するクライ
アント ソフトウェア（Microsoft Windows XP OS [ オペレーティング システム ] で提供される
クライアント ソフトウェアなど）が稼働している必要があります（クライアントは、IEEE 
802.1X 規格では サプリカント といいます）。

（注） Windows XP のネットワーク接続および 802.1X ポートベースの認証の問題に関して
は、次の URL にある「Microsoft Knowledge Base」を参照してください。
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q303/5/97.ASP

 • 認証サーバ — クライアントの実際の認証を行います。認証サーバはクライアントの識別情報
を確認し、そのクライアントに LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを許可すべきか
どうかをスイッチに通知します。スイッチはプロキシとして動作するので、認証サービスは
クライアントに対しては透過的に行われます。認証サーバとして、Extensible Authentication 
Protocol（EAP）拡張機能を備えた Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）セ
キュリティ システムだけがサポートされています。この認証サーバは、Cisco Secure Access 
Control Server バージョン 3.0 で使用可能です。RADIUS はクライアント サーバ モデルで動作
し、RADIUS サーバと 1 つまたは複数の RADIUS クライアントとの間でセキュア認証情報を
交換します。

 • スイッチ（オーセンティケータまたはバックエンドオーセンティケータとも呼ばれます） — 
Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、クライアントの認証ステータスに基づいて、ネッ
トワークへの物理アクセスを制御します。スイッチはクライアントと認証サーバとの仲介装
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置（プロキシ）として動作し、クライアントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで
確認し、クライアントに応答をリレーします。スイッチには、EAP フレームのカプセル化 /
カプセル化解除、および認証サーバとの対話を処理する、RADIUS クライアントが含まれて
います。

スイッチが EAPOL フレームを受信して認証サーバにリレーする際、イーサネット ヘッダー
が取り除かれ、残りの EAP フレームが RADIUS フォーマットに再カプセル化されます。カプ
セル化では EAP フレームの変更または検証は行われず、認証サーバはネイティブ フレーム 
フォーマットの EAP をサポートしなければなりません。スイッチが認証サーバからフレーム
を受信すると、サーバのフレーム ヘッダーが削除され、残りの EAP フレームがイーサネッ
ト用にカプセル化され、クライアントに送信されます。

認証プロセス

802.1X ポートベース認証がイネーブルでクライアントが 802.1X 準拠クライアント ソフトウェア
をサポートすると、次のようなイベントが発生します。

 • クライアント ID が有効で 802.1X 認証に成功した場合、スイッチがクライアントに対して
ネットワークへのアクセスを認可します。

 • EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1X 認証がタイムアウトして MAC 認証バイパスがイ
ネーブルの場合、スイッチではクライアント MAC アドレスを許可に使用することができま
す。クライアント MAC アドレスが有効で正常に許可された場合、スイッチがクライアント
に対してネットワークへのアクセスを認可します。クライアント MAC アドレスが無効で許
可に失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていれば、スイッチが限定的なサービスを提供
するゲスト VLAN をクライアントに割り当てます。

 • スイッチが 802.1X 対応クライアントから無効な ID を受信し、制限された VLAN が設定され
ている場合、スイッチでクライアントを限定的なサービスを提供する制限 VLAN に割り当て
ることができます。

 • RADIUS 認証サーバが（ダウンして）利用できず、アクセス不能認証バイパスがイネーブル
の場合、ユーザ指定のクリティカル VLAN 内でポートをクリティカル認証ステートにするこ
とで、スイッチがクライアントに対してネットワークへのアクセスを認可します。

（注） アクセス不能認証バイパスは、クリティカル認証または AAA 失敗ポリシーとも呼ばれま
す。
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802.1X ポートベース認証の概要
図 52-2 に、認証プロセスを示します。

図 52-2 認証フローチャート

スイッチは、次のいずれかの条件が満たされるとクライアントを再認証します。

 • 定期再認証がイネーブルで、再認証タイマーが満了している場合。

スイッチ固有の値を使用するか、またたは RADIUS サーバからの値に基づいて、再認証タイ
マーを設定することができます。

RADIUS サーバを使用する 802.1X 認証の設定後、スイッチ は Session-Timeout RADIUS 属性
（属性 [27]）および Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）に基づくタイマーを使用し
ます。

Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）は、再認証が発生するまでの時間を指定します。
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Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）は、再認証中に実行するアクションを指定しま
す。アクションは、初期化と再認証です。初期化アクションが設定されている場合（属性値
は DEFAULT）、802.1X セッションが終了して、再認証中に接続は失われます。再認証アク
ションが設定されている場合（属性値は RADIUS-Request）、再認証中にセッションは影響を
受けません。

 • dot1x re-authenticate interface type slot/port 特権 EXEC コマンドを入力してクライアントを手
動で再認証した場合

認証の開始およびメッセージ交換

スイッチまたはクライアントのどちらからも、認証を開始できます。dot1x port-control auto 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ポート上で認証をイネーブルにした
場合、スイッチはポートのリンク ステートがダウンからアップに移行したと判断した時点で、認
証を開始しなければなりません。その場合、スイッチは EAP 要求 / アイデンティティ フレーム
をクライアントに送信して識別情報を要求します（スイッチは通常、 初のアイデンティティ /
要求フレームに続いて、認証情報に関する 1 つまたは複数の要求を送信します）。クライアント
はフレームを受信すると、EAP 応答 / アイデンティティ フレームで応答します。

ただし、クライアントがブートアップ時にスイッチから EAP 要求 / アイデンティティ フレーム
を受信しなかった場合、クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証を開始することが
できます。このフレームはスイッチに対し、クライアントの識別情報を要求するように指示しま
す。

（注） ネットワーク アクセス装置で 802.1X がイネーブルに設定されていない、またはサポートされて
いない場合には、クライアントからの EAPOL フレームはすべてドロップされます。クライアン
トが認証の開始を 3 回試みても EAP 要求 / アイデンティティ フレームを受信しなかった場合、ク
ライアントはポートが許可ステートであるものとしてフレームを送信します。ポートが許可ス
テートであるということは、クライアントの認証が成功したことを実質的に意味します。詳細に
ついては、「許可ステートおよび無許可ステートのポート」（p.52-7）を参照してください。

クライアントが自らの識別情報を提示すると、スイッチは仲介装置としてのロールを開始し、認
証が成功または失敗するまで、クライアントと認証サーバの間で EAP フレームを送受信します。
認証が成功すると、ポートは許可ステートになります。認証に失敗すると、認証が再試行される
か、ポートがサービスの限定された VLAN に割り当てられるか、ネットワーク アクセスが認可
されません。詳細については、「許可ステートおよび無許可ステートのポート」（p.52-7）を参照
してください。
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802.1X ポートベース認証の概要
実際に行われる EAP フレーム交換は、使用する認証方式によって異なります。図 52-3 に、クラ
イアントが RADIUS サーバとの間で One-Time-Password（OTP; ワンタイム パスワード）認証方式
を使用する場合に行われるメッセージ交換を示します。

図 52-3 メッセージ交換

EAPOL メッセージ交換の待機中に 802.1X 認証がタイムアウトして MAC 認証バイパスがイネー
ブルの場合、スイッチでクライアントからのイーサネット パケットが検出されると、スイッチは
クライアントを許可することができます。スイッチはクライアントの MAC アドレスを ID として
使用して、この情報を RADIUS サーバに送信する RADIUS アクセス / 要求フレームに組み込みま
す。サーバがスイッチに RADIUS アクセス / 承認フレーム（正常に許可）を送信した後、ポート
が許可されます。許可に失敗してゲスト VLAN が指定された場合、スイッチはポートにゲスト 
VLAN を割り当てます。イーサネット パケットを待機中にスイッチで EAPOL パケットが検出さ
れる場合、スイッチは MAC 認証バイパス プロセスを停止して、802.1X  認証を停止します。
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図 52-4 に、MAC 認証バイパス中のメッセージ交換を示します。

図 52-4 MAC 認証バイパス中のメッセージ交換

許可ステートおよび無許可ステートのポート

スイッチ ポートのステートは、クライアントがネットワーク アクセスを認可されたかどうかを
表します。ポートは 初、無許可ステートです。このステートでは、ポートは 802.1X プロトコ
ル パケットを除くすべての入力および出力トラフィックを禁止します。クライアントの認証が成
功すると、ポートは許可ステートに移行し、クライアントのすべてのトラフィック送受信を通常
どおりに許可します。

802.1X 認証をサポートしていないクライアントが、無許可ステートの 802.1X ポートに接続する
と、スイッチはそのクライアントの識別情報を要求します。この状況では、クライアントは要求
に応答せず、ポートは引き続き無許可ステートとなり、クライアントはネットワーク アクセスを
許可されません。

反対に、802.1X 対応のクライアントが、802.1X プロトコルの稼働していないポートに接続する
と、クライアントは EAPOL 開始フレームを送信して認証プロセスを開始します。応答がなけれ
ば、クライアントは同じ要求を所定の回数だけ送信します。応答がないので、クライアントは
ポートが許可ステートであるものとしてフレーム送信を開始します。

dot1x port-control インターフェイス コンフィギュレーション コマンドおよび次のキーワードを
使用して、ポートの許可ステートを制御できます。

 • force-authorized — 802.1X ポートベースの認証をディセーブルにし、認証情報の交換を必要
とせずに、ポートを許可ステートに移行させます。ポートはクライアントとの 802.1X ベース
認証を行わずに、通常のトラフィックを送受信します。これがデフォルトの設定です。

 • force-unauthorized — クライアントからの認証の試みをすべて無視し、ポートを無許可ス
テートのままにします。スイッチは、インターフェイスを介してクライアントに認証サービ
スを提供することができません。

 • auto — 802.1X ポートベースの認証をイネーブルにします。ポートは 初、無許可ステート
であり、ポート経由で送受信できるのは EAPOL フレームだけです。ポートのリンク ステー
トがダウンからアップに移行したとき、または EAPOL 開始フレームを受信したときに、認
証プロセスが開始されます。スイッチは、クライアントの識別情報を要求し、クライアント
と認証サーバとの間で認証メッセージのリレーを開始します。スイッチはクライアントの 
MAC（メディア アクセス制御）アドレスを使用して、ネットワーク アクセスを試みる各ク
ライアントを一意に識別します。

14
16

81

EAPOL /

EAPOL /

EAPOL /

RADIUS /

RADIUS /

 

RADIUS
52-7
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



第 52 章      IEEE 802.1X ポートベース認証の設定          

802.1X ポートベース認証の概要
クライアントが認証に成功すると（認証サーバから Accept フレームを受信すると）、ポートが許
可ステートに変わり、認証されたクライアントからの全フレームがポート経由での送受信を許可
されます。認証が失敗すると、ポートは無許可ステートのままですが、認証を再試行することは
できます。認証サーバに到達できない場合、スイッチは要求を再送信できます。所定の回数だけ
試行してもサーバから応答が得られない場合には、認証が失敗し、ネットワーク アクセスは認可
されません。

クライアントはログオフするとき、EAPOL ログオフ メッセージを送信します。このメッセージ
によって、スイッチ ポートは無許可ステートに移行します。

ポートのリンク ステートがアップからダウンに移行した場合、または EAPOL ログオフ フレーム
を受信した場合に、ポートは無許可ステートに戻ります。

802.1X ホスト モード

シングルホストまたはマルチホスト モードに対して 802.1X ポートを設定することができます。
シングルホスト モード（図 52-1 [p.52-2] を参照）では、802.1X 対応ポートには、クライアントが 
1 つしか接続できません。スイッチは、ポートのリンク ステートがアップに変化したときに、
EAPOL フレームを送信することでクライアントを検出します。クライアントがログオフしたと
き、または別のクライアントに代わったときには、スイッチはポートのリンク ステートをダウン
に変更し、ポートは無許可ステートに戻ります。

マルチホスト モードでは、1 つの 802.1X 対応ポートに複数のホストを接続することができます。
図 52-5 に、ワイヤレス LAN 内の 802.1X ポートベース認証を示します。このモードでは、接続さ
れたホストのうち 1 つが許可されれば、すべてのクライアントがネットワーク アクセスを認可さ
れます。ポートが無許可ステートになると（再認証が失敗した場合、または EAPOL ログオフ 
メッセージを受信した場合）、スイッチはすべての接続先クライアントのネットワーク アクセス
を禁止します。このトポロジでは、ワイヤレス アクセス ポイントが接続先クライアントの認証
を処理し、スイッチに対するクライアントとしての役割を果たします。

マルチホスト モードがイネーブルの場合、802.1X 認証を使用してポートを認証し、ポート セ
キュリティを使用してクライアントの MAC アドレスを含むすべての MAC アドレスのネット
ワーク アクセスを管理することができます。

図 52-5 マルチホスト モードの例

DHCP スヌーピングのある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、データ挿入機能のある Dynamic Host Configuration 
Protocol（DHCP）スヌーピング Option 82 がイネーブルの場合、スイッチはクライアントの 
802.1X 認証済みユーザ ID 情報を DHCP ディスカバリ プロセスに挿入することが可能で、DHCP 
サーバで別の IP アドレス プールからエンドユーザの別のクラスに IP アドレスを割り当てること

10
12

27

 

 RADIUS
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802.1X ポートベース認証の概要 
ができます。この機能により、アカウンティング目的でエンド ユーザに付与する IP アドレスの
セキュリティを確保することができ、レイヤ 3 基準に基づいてサービスを認可することができま
す。

サプリカントと RADIUS サーバとの間の 802.1X 認証に成功したあと、スイッチはポートをフォ
ワーディング ステートにして RADIUS サーバから受信した属性を格納します。DHCP スヌーピン
グを実行中に、スイッチは DHCP リレー エージェントとして機能し、DHCP メッセージを受信し
て別のインターフェイスへ送信するためにこれらのメッセージを再生成します。クライアントが 
802.1X 認証後に DHCP ディスカバリ メッセージを送信する際に、スイッチがパケットを受信し
ます。スイッチが、RADIUS 属性サブオプション セクションに、クライアントの格納済み 
RADIUS 属性を含むパケットを追加します。次にスイッチがディスカバリ ブロードキャストを再
送信します。DHCP サーバは変更された DHCP ディスカバリ パケットを受信して、IP アドレス 
リースの作成時に認証済みユーザ ID 情報を使用することができます（設定されている場合）。
ユーザ /IP アドレス マッピングは、1 対 1、1 対多、多対多ベースにすることができます。1 対多
マッピングにより、同一ユーザを 802.1X ホストを通じて複数ポートで認証することができます。

スイッチは、802.1X 認証およびデータ挿入機能のある DHCP スヌーピング Option 82 がイネーブ
ルの際には、自動的に認証済みユーザ ID 情報を挿入します。DHCP Option 82 データ挿入を設定
するには、「DHCP スヌーピングの Option 82 データ挿入」（p.46-3）を参照してください。

RADIUS 属性サブオプションでのデータ挿入の詳細については、RFC 4014『Remote Authentication 
Dial-In User Service (RADIUS) Attributes Suboption for the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
Relay Agent Information Option』を参照してください。

802.1X アカウンティング

IEEE 802.1X 標準は、ネットワークに対するユーザの許可および認証方法を定義したものですが、
ネットワークの使用状況を追跡しません。IEEE 802.1X アカウンティングは、デフォルトでディ
セーブルです。Release 12.2(33)SXH 以降のリリースの場合、802.1X アカウンティングをイネーブ
ルにして 802.1X 対応ポートで次のアクティビティを監視することができます。

 • ユーザの正常な認証

 • ユーザのログオフ

 • リンクダウンの発生

 • 再認証の正常な発生

 • 再認証の失敗

スイッチは、IEEE 802.1X アカウンティング情報を記録しません。代わりに、この情報を 
RADIUS サーバに送信します。これはアカウンティング メッセージを記録するために設定する必
要があります。

802.1X アカウンティング AV のペア

RADIUS サーバに送信される情報は、AV のペアの形式で表されます。これらの AV ペアは、さ
まざまなアプリケーションのデータを提供します（たとえば、課金アプリケーションは RADIUS 
パケットの Acct-Input-Octet または Acct-Output-Octet 属性にある情報が必要です）。

AV ペアは、802.1X アカウンティング用に設定されたスイッチによって自動的に送信されます。
3 種類の RADIUS アカウンティング パケットがスイッチによって送信されます。

 • START — 新規ユーザ セッションの開始時に送信されます。

 • INTERIM — アップデートの既存セッション中に送信されます。

 • STOP — セッション終了時に送信されます。
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802.1X ポートベース認証の概要
表 52-1 は、AV ペアをリストしたもので、スイッチによって送信された時期を示しています。

debug radius accounting 特権 EXEC コマンドを入力して、スイッチによって送信された AV ペア
を確認することができます。このコマンドの詳細については、次の URL の『Cisco IOS Debug 
Command Reference』Release 12.2 を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/products_command_reference_book09186a008
00872ce.html

AV ペアの詳細については、RFC 3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service 
(RADIUS) Usage Guidelines』を参照してください。

VLAN 割り当てのある 802.1X 認証の使用

ポートの 802.1X 認証に成功したあと、RADIUS サーバは VLAN 割り当てを送信してポートを設
定します。RADIUS サーバ データベースは、ユーザ名 /VLAN マッピングを維持して、ポートに
接続されているクライアントのユーザ名に基づいて VLAN を割り当てます。この機能を使用して
特定ユーザのネットワーク アクセスを制限することができます。

表 52-1 アカウンティング AV ペア 

属性番号 AV ペア名 START INTERIM STOP

属性 [1] User-Name 常時 常時 常時

属性 [4] NAS-IP-Address 常時 常時 常時

属性 [5] NAS-Port 常時 常時 常時

属性 [8] Framed-IP-Address なし 状況による1

1. Framed-IP-Address AV ペアは、DHCP スヌーピング バインディング テーブル内のホストに対して有

効な DHCP バインディングが存在する場合のみ送信されます。

状況による 1

属性 [25] Class 常時 常時 常時

属性 [30] Called-Station-ID 常時 常時 常時

属性 [31] Calling-Station-ID 常時 常時 常時

属性 [40] Acct-Status-Type 常時 常時 常時

属性 [41] Acct-Delay-Time 常時 常時 常時

属性 [42] Acct-Input-Octets なし なし 常時

属性 [43] Acct-Output-Octets なし なし 常時

属性 [44] Acct-Session-ID 常時 常時 常時

属性 [45] Acct-Authentic 常時 常時 常時

属性 [46] Acct-Session-Time なし なし 常時

属性 [49] Acct-Terminate-Cause なし なし 常時

属性 [61] NAS-Port-Type 常時 常時 常時
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802.1X ポートベース認証の概要 
スイッチおよび RADIUS サーバでの設定時に、VLAN 割り当てのある 802.1X 認証には次のよう
な特性があります。

 • RADIUS サーバから VLAN が提供されなかったり 802.1X 認証が無効な場合、認証の成功後
にポートは アクセス VLAN 内に設定されます。アクセス VLAN は、アクセスポートに割り
当てられた VLAN です。このポートで送受信されたすべてのパケットがこの VLAN に属しま
す。

 • 802.1X 認証が有効で RADIUS サーバからの VLAN 情報が有効になっていない場合、ポート
は無許可ステートになり、設定されたアクセス VLAN 内に残ります。これにより、設定エ
ラーによって不適切な VLAN にポートが予期せず認識されることを防ぐことができます。

設定エラーには、ルーテッド ポートの VLAN 指定、誤りのある VLAN ID、存在しないまた
は内部（ルーテッド ポート）VLAN ID、または音声 VLAN ID への試行割り当てなどが含ま
れる可能性があります。

 • 802.1X 認証が有効で RADIUS サーバからのすべての情報が有効の場合、ポートは認証後に指
定の VLAN に配置されます。

 • マルチホスト モードが 802.1X ポートで有効な場合、すべてのホストが 初の認証済みホス
トと同じ（RADIUS サーバに指定された）VLAN に配置されます。

 • 802.1X 認証とポート セキュリティがポートでイネーブルの場合、ポートは RADIUS サーバ
割り当て VLAN に配置されます。

 • 802.1X 認証がポートで無効な場合、設定済みアクセス VLAN に戻されます。

ポートが強制許可、強制無許可、無許可、またはシャットダウン ステートの場合は、設定済みア
クセス VLAN に配置されます。

802.1X ポートが認証済みで RADIUS サーバ割り当て済み VLAN に配置される場合、ポート アク
セス VLAN 設定に対する変更はすべて有効になりません。

VLAN 割り当てのある 802.1X 認証機能は、トランク ポート、ダイナミック ポート、および 
VLAN Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ）を介したダイナ
ミックアクセス ポート割り当てではサポートされていません。

VLAN 割り当てを設定するには、次の作業を行います。

ステップ 1 network キーワードを使用して AAA 許可 をイネーブルにして、RADIUS サーバからのインター
フェイス設定を可能にします。

ステップ 2 802.1X 認証をイネーブルにします（アクセス ポート上で 802.1X 認証を設定する際に VLAN 割り
当て機能は自動的にイネーブルになります）。

ステップ 3 RADIUS サーバでベンダー固有トンネル属性を割り当てます。RADIUS サーバはこれらの属性を
スイッチに戻します。

 • [64] Tunnel-Type = VLAN
 • [65] Tunnel-Medium-Type = 802

 • [81] Tunnel-Private-Group-ID = VLAN 名または VLAN ID
属性 [64] には必ず値 VLAN（タイプ 13）が含まれていなければいけません。属性 [65] には必ず値 
802（タイプ 6）が含まれていなければいけません。属性 [81] は 802.1X 認証済みユーザに割り当
てられた VLAN 名または VLAN ID を指定します。
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802.1X ポートベース認証の概要
ゲスト VLAN のある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、スイッチの各 802.1X ポートに対してゲスト VLAN を
設定して、802.1X クライアントのダウンロードなど、クライアントに限定されたサービスを提供
することができます。これらのクライアントは、802.1X 認証用にシステムをアップグレードする
ことが可能ですが、Windows 98 システムなど、ホストの中には 802.1X に対応していないものも
あります。

802.1X ポートでゲスト VLAN をイネーブルにする際、スイッチが EAP 要求 / アイデンティティ 
フレームに対する応答を受信しないときや EAPOL パケットがクライアントで送信されないとき
に、スイッチがクライアントをゲスト VLAN に割り当てます。

さらに、スイッチが EAPOL パケット履歴を維持します。リンクのライフタイム中に EAPOL パ
ケットがインターフェイスで検出される場合、このインターフェイスに接続されている装置が 
802.1X 対応サプリカントであることをスイッチが判別し、インターフェイスはゲスト VLAN ス
テートに変化しません。インターフェイス リンク ステータスがダウンになると EAPOL パケット
履歴がクリアされます。

dot1x guest-vlan supplicant 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 EAPOL パ
ケット履歴に関係なくインターフェイスをゲスト VLAN ステートに変更できるようにします。つ
まり、そのインターフェイスの前のホストが 802.1X 対応であっても、802.1X 非対応のホストが
ゲスト VLAN に割り当てられます。

（注） インターフェイスがゲスト VLAN に変更されたあとに EAPOL パケットが検出される場合、イン
ターフェイスが無許可ステートに戻って、802.1X 認証が再開されます。

ポートがゲスト VLAN に移動する際に、任意の数の 802.1X 非対応クライアントがアクセスを許
可されます。ゲスト VLAN が設定されているのと同じポートに 802.1X 対応クライアントが加入
する場合、ポートがユーザ設定アクセス VLAN の無許可ステートになり、認証が再開されます。

802.1X ゲスト VLAN として動作する際に、設定されたポートのホスト モードに関係なくポート
はマルチホスト モードで機能します。

RSPAN VLAN、プライベート プライマリ PVLAN、または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ 
VLAN を 802.1X VLAN として設定することができます。ゲスト VLAN 機能は内部 VLAN（ルー
テッド ポート）やトランク ポートでサポートされておらず、アクセス ポートでのみサポートさ
れています。

スイッチ は Release12.2(33)SXH 以降のリリースで MAC 認証バイパスをサポートしています。
MAC 認証バイパスが 802.1X ポートでイネーブルの場合、EAPOL メッセージ交換の待機中に 
802.1X 認証がタイムアウトした際にスイッチはクライアント MAC アドレスに基づいてクライア
ントを許可することができます。802.1X ポートでクライアントを検出したあと、スイッチがクラ
イアントからのイーサネット パケットを待機します。スイッチは、MAC アドレスに基づいて
ユーザ名とパスワードとともに RADIUS アクセス / 要求フレームを認証サーバに送信します。許
可された場合、スイッチがネットワークに対するクライアント アクセスを認可します。許可に失
敗した場合、ゲスト VLAN が指定されていればスイッチがポートにゲスト VLAN を割り当てま
す。詳細については、「MAC 認証バイパスのある 802.1X 認証の使用」（p.52-17）を参照してくだ
さい。

詳細については、「ゲスト VLAN の設定」（p.52-32）を参照してください。

制限 VLAN のある 802.1X 認証の使用

スイッチ上の各 802.1X ポートの制限 VLAN（または認証失敗 VLAN）を設定して、ゲスト VLAN 
にアクセスできないクライアントに限定されたサービスを提供できます。これらのクライアント
は 802.1X 準拠で、認証プロセスに失敗しているため別の VLAN にアクセスすることができませ
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ん。制限 VLAN により、ユーザ（一般的に企業への訪問者）が認証サーバ内の有効な認定証なし
に制限されたサービス セットにアクセスすることができます。管理者は、制限 VLAN で利用可
能なサービスを制御することができます。

（注） 同じサービスを両方のタイプのユーザに提供する場合、VLAN をゲスト VLAN と制限 VLAN の
両方に設定することができます。

この機能がないと、クライアントは無制限に認証と失敗を行うことになり、ポートがスパニング 
ツリー ブロック ステートのままになります。この機能を使用すると、指定された数の認証試行

（デフォルト値は 3 試行）のあと、ポートが制限 VLAN となるように設定することができます。

オーセンティケータがクライアントの失敗した認証試行をカウントします。このカウントが設定
された 大認証試行数を超過すると、ポートが制限 VLAN に移行します。RADIUS サーバが EAP 
失敗または EAP パケットのない空の応答で応答すると、失敗した試行カウントが増加します。
ポートが制限 VLAN に移行すると、失敗試行カウンタがリセットされます。

認証に失敗したユーザは、次の再認証試行まで制限 VLAN に残ります。制限 VLAN のポートは、
設定された間隔（デフォルトで 60 秒）で再認証を試行します。再認証に失敗した場合、ポート
が制限 VLAN に残ります。再認証に成功した場合、ポートが設定 VLAN または RADIUS サーバ
に送信される VLAN に移行します。再認証はディセーブルにすることができます。これを行う場
合、認証プロセスを再起動する唯一の方法は、ポートでリンク ダウンまたは EAP ログオフ イベ
ントを受信することです。クライアントがハブを介して接続される可能性がある場合、再認証を
イネーブルのままにしておくことを推奨します。クライアントがハブから切断される際に、ポー
トがリンク ダウンまたは EAP ログオフ イベントを受信しない可能性があります。

802.1X 制限 VLAN として動作する際に、設定されたポートのホスト モードに関係なくポートは
シングルホスト モードで機能します。

RSPAN VLAN または音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN を 802.1X 制限 VLAN として
設定することができます。制限 VLAN 機能はトランク ポートでサポートされておらず、アクセ
ス ポートでのみサポートされています。

この機能は、ポート セキュリティとともに機能します。ポートが許可されると同時に、MAC ア
ドレスがポート セキュリティに提供されます。ポート セキュリティが MAC アドレスを許可しな
い場合や、 大セキュア アドレス カウントに到達する場合、ポートが無許可になり、errdisable 
ステートになります。

Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）、DHCP スヌーピング、IP 
ソース ガードなどの他のポート セキュリティ機能は、制限 VLAN で個別に設定可能です。

詳細については、「制限 VLAN の設定」（p.52-33）を参照してください。

アクセス不能認証バイパスのある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、スイッチが設定された RADIUS サーバに到達できずに
ホストを認証することができない場合、クリティカル ポートに接続されているホストがネット
ワーク アクセスを可能にするようにスイッチを設定できます。アクセス不能認証バイパス機能が
クリティカル ポートでイネーブルになっていて、この機能はクリティカル認証または AAA 失敗
ポリシーとも呼ばれます。

この機能がイネーブルになっていると、スイッチがクリティカル ポートに接続されているホスト
を認証しようとするたびにスイッチは設定済み RADIUS サーバのステータスをチェックします。
サーバが利用可能な場合、スイッチはホストを認証することができます。ただし、すべての 
RADIUS サーバを利用できない場合、スイッチがホストに対してネットワーク アクセスを認可
し、ポートを認証ステートの特殊なケースであるクリティカル認証ステートにします。
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802.1X ポートベース認証の概要
アクセス不能認証バイパス機能の動作は、ポートの許可ステートによって変化します。

 • クリティカル ポートに接続されているホストの認証時にポートが無許可ですべてのサーバが
利用不能な場合、スイッチはユーザ指定のクリティカル VLAN 内でポートをクリティカル認
証ステートにします。

 • ポートがすでに許可済みで再認証が発生した場合、スイッチは、RADIUS サーバですでに割
り当て済みであると思われる現在の VLAN で、クリティカル ポートをクリティカル認証ス
テートにします。

 • 認証情報の交換中に RADIUS サーバが利用不能になった場合、現在の交換がタイムアウトし
て、次の認証試行中にスイッチがクリティカル ポートをクリティカル認証ステートにしま
す。

ホストを認証することのできる RADIUS サーバが利用可能な場合、クリティカル認証ステートの
すべてのクリティカルポートが自動的に再認証されます。

アクセス不能認証バイパスは、次の機能と相互作用します。

 • ゲスト VLAN — アクセス不能認証バイパスは、ゲスト VLAN と互換性があります。ゲスト 
VLAN が 802.1X ポートでイネーブルになっていると、この機能は次のように相互作用しま
す。

 – 少なくとも 1 つの RADIUS サーバが利用可能な場合、スイッチが EAP 要求 / アイデン
ティティ フレームに対する応答を受信しないときや EAPOL パケットがクライアントで
送信されないときに、スイッチがクライアントをゲスト VLAN に割り当てます。

 – すべての RADIUS サーバが利用不能でクライアントがクリティカル ポートに接続されて
いる場合、スイッチはクライアントを認証して、ユーザ指定のクリティカル VLAN 内で
クリティカル ポートをクリティカル認証ステートにします。

 – すべての RADIUS サーバが利用不能でクライアントがクリティカル ポートに接続されて
いない場合、ゲスト VLAN が設定されているとスイッチはクライアントをゲスト VLAN 
に割り当てることはできません。

 – すべての RADIUS サーバが利用不能でクライアントがクリティカル ポートに接続されて
いて、すでにゲスト VLAN に割り当てられている場合、スイッチはポートをゲスト 
VLAN のままにしておきます。

 • 制限 VLAN — ポートがすでに制限 VLAN で許可されていて、RADIUS サーバが利用不能な場
合、スイッチは制限 VLAN 内でクリティカル ポートをクリティカル認証ステートにします。

 • 802.1X アカウンティング — RADIUS サーバが利用不能でもアカウンティングには影響しま
せん。

 • プライベート VLAN — プライベート VLAN ホスト ポート上にアクセス不能認証バイパスを
設定できます。アクセス VLAN は、セカンダリ プライベート VLAN でなければなりません。

 • 音声 VLAN — アクセス不能認証バイパスは音声 VLAN と互換性がありますが、RADIUS 設定
またはユーザ指定アクセス VLAN と音声 VLAN を別にしなければなりません。

 • Remote Switched Port Analyzer（RSPAN; リモート スイッチド ポート アナライザ） — RSPAN 
VLAN をアクセス不能認証バイパスの RADIUS 設定またはユーザ指定アクセス VLAN として
設定しないでください。
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音声 VLAN ポートのある 802.1X 認証の使用

Multi-VLAN Access Port（MVAP; マルチ VLAN アクセス ポート）は、2 つの VLAN に属している
ポートです。音声 VLAN ポートは、ポートの音声トラフィックとデータ トラフィックを異なる 
VLAN に分離することのできる MVAP です。音声 VLAN ポートは、2 つの VLAN ID に関連付け
されています。

 • IP 電話との間で音声トラフィックをやりとりする Voice VLAN Identifier（VVID; 音声 VLAN 
ID）。VVID は、ポートに接続された IP 電話を設定するのに使用されます。

 • IP 電話を介してスイッチに接続されているワークステーションとの間でデータ トラフィック
をやりとりする Port VLAN identifier（PVID; ポート VLAN ID）。PVID は、ポートのネイティ
ブ VLAN です。

Release 12.2(33)SXH 以前のリリースでは、シングルホスト モードのスイッチは単一ホストからの
トラフィックを受け入れて、音声トラフィックは受け入れることができませんでした。マルチホ
スト モードでは、スイッチはクライアントがプライマリ VLAN で認証されるまで音声トラ
フィックを受け入れなかったので、ユーザがログインするまで IP 電話を使用できませんでした。

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、IP 電話はポートの許可ステートに関係なく音声トラ
フィックに VVID を使用しています。これにより、802.1X 認証から独立して IP 電話が動作する
ことができます。

シングルホスト モードでは、IP 電話のみが音声 VLAN で許可されます。マルチホスト モードで
は、サプリカントが PVID で認証されたあとに追加のクライアントが音声 VLAN 上でトラフィッ
クを送信することができます。マルチホスト モードがイネーブルの場合、サプリカント認証は 
PVID と VVID の両方に影響します。

IP 電話を認識するために、スイッチは、ポートの許可ステートに関係なくポート上の CDP トラ
フィックを許可します。リンクがある場合、音声 VLAN ポートがアクティブになり、IP 電話の

初の CDP メッセージのあとに装置の MAC アドレスが表示されます。Cisco IP Phone は他の装置
からの CDP メッセージをリレーしません。この結果、複数の IP 電話が直列で接続されている場
合、スイッチは直接接続されている 1 台のみを認識します。802.1X 認証が音声 VLAN ポートでイ
ネーブルの場合、スイッチは 1 ホップ以上離れた未認識 IP 電話からのパケットをドロップしま
す。

802.1X 認証がポートでイネーブルの場合、音声 VLAN と同じポート VLAN を設定することはで
きません。

（注） 音声 VLAN が設定されていて Cisco IP Phone が接続されているアクセス ポート上で 802.1X 認証が
イネーブルの場合、Cisco IP Phone のスイッチとの接続が 大 30 秒切断されます。

音声 VLAN 設定の詳細については、第 12 章「Cisco IP Phone サポートの設定」を参照してくださ
い。

ポート セキュリティのある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、シングルホストまたはマルチホスト モードのポート 
セキュリティにより 802.1X ポートを設定できます（switchport port-security 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ポートにポート セキュリティも設定する必要があり
ます）。ポート セキュリティおよび 802.1X 認証をポートでイネーブルにする際に、802.1X 認証が
ポートを認証し、ポート セキュリティでクライアントを含む全ての MAC アドレスのネットワー
ク アクセスを管理します。その後、802.1X ポートを介してネットワークにアクセス可能なクラ
イアント数またはクライアント グループを制限することができます。
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802.1X ポートベース認証の概要
スイッチ上における 802.1X 認証とポート セキュリティ間の相互作用の例には、次のようなもの
があります。

 • クライアントが認証されて、ポート セキュリティ テーブルがフルになっていない場合、クラ
イアント MAC アドレスがセキュア ホストのポート セキュリティ リストに追加されます。次
に、ポートが通常どおりにアップします。

クライアントが認証されて手動でポート セキュリティが設定される際に、セキュア ホスト 
テーブル内のエントリが保証されます。

クライアントが認証されていてもポート セキュリティ テーブルがフルの場合、セキュリティ
違反が発生します。セキュリティ違反は、セキュア ホストの 大数がスタティックに設定さ
れている場合や、クライアントがセキュア ホスト テーブルで期限切れの場合に発生する可能
性があります。クライアント アドレスが期限切れの場合、セキュア ホスト テーブル内のそ
の位置に他のホストが入っている可能性があります。

セキュリティ違反が 初の認証済みホストで発生した場合、ポートが errdisable ステートにな
り、即座にシャットダウンされます。

ポートのセキュリティ違反モードは、セキュリティ違反のアクションを決定します。詳細に
ついては、「ポートでのポート セキュリティ違反モードの設定」（p.54-6）を参照してくださ
い。

 • no switchport port-security mac-address mac-address インターフェイス コンフィギュレーショ
ン コマンドを使用して、手動で 802.1X クライアント アドレスをポート セキュリティ テーブ
ルから削除する際、dot1x re-authenticate interface type slot/port 特権 EXEC コマンドを使用し
て 802.1X クライアントを再認証します。

 • 802.1X クライアントがログオフする際に、ポートが未認証ステートに変更され、クライアン
トのエントリを含むセキュア ホスト テーブル内のすべてのダイナミック エントリがクリア
されます。その後、通常の認証が実行されます。

 • ポートが管理上シャットダウンされる場合、ポートが未認証になり、すべてのダイナミック 
エントリがセキュア ホスト テーブルから削除されます。

 • ポート セキュリティおよび音声 VLAN は、シングルホストまたはマルチホスト モードのい
ずれかにある 802.1X ポートで同時に設定可能です。ポート セキュリティは、VVID および 
PVID の両方に適用されます。

スイッチでポート セキュリティをイネーブルにする場合の詳細については、「ポート セキュリ
ティの設定」（p.54-4）を参照してください。

WoL のある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、Wake-on-LAN（WoL）機能のある 802.1X 認証により、
スイッチがマジック パケットと呼ばれる特定のイーサネット フレームを受信するときに休止 PC 
の電源をオンにすることができます。管理者が電源オフのシステムに接続する必要のある環境
で、この機能を使用することができます。

WoL を使用するホストが 802.1X ポートを介して接続されていてホストの電源がオフの場合、
802.1X ポートは無許可になります。ポートは EAPOL パケットの送受信のみが可能で、WoL マ
ジック パケットはホストに到達することができません。PC の電源がオフになると、これは許可
されず、スイッチ ポートは開きません。

スイッチが WoL のある 802.1X 認証を使用すると、スイッチはマジック パケットとともにトラ
フィックを無許可 802.1X ポートに転送します。ポートが無許可である間、スイッチは EAPOL パ
ケット以外の入力トラフィックをブロックし続けます。ホストはパケットを受信することができ
ますが、ネットワーク内の他の装置にパケットを送信することはできません。

（注） PortFast がポートでイネーブルになっていない場合、ポートは強制的に双方向ステートになりま
す。
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802.1X ポートベース認証の概要 
dot1x control-direction in 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ポート
を単一方向に設定する際に、ポートはスパニング ツリー フォワーディング ステートに変更され
ます。ポートはホストにパケットを送信することができますが、ホストからパケットを受信する
ことはできません。

dot1x control-direction both 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ポー
トを双方向に設定する際に、ポートは双方向でアクセス制御されます。ポートはホストとのパ
ケットの送受信を行いません。

MAC 認証バイパスのある 802.1X 認証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、MAC 認証バイパス機能を使用してクライアント MAC 
アドレス（図 52-4 [p.52-7] を参照）に基づいてクライアントを許可するようにスイッチを設定で
きます。たとえば、プリンタなどの装置に接続されている 802.1X ポートで、この機能をイネー
ブルにすることができます。

クライアントからの EAPOL 応答を待機している間に 802.1X 認証がタイムアウトする場合、ス
イッチは MAC 認証バイパスを使用してクライアントを許可しようとします。

MAC 認証バイパス機能が 802.1X ポートでイネーブルになっていると、スイッチは MAC アドレ
スをクライアントの ID として使用します。認証サーバにはネットワーク アクセスを許可された
クライアント MAC アドレスのデータベースがあります。802.1X ポートでクライアントを検出し
たあと、スイッチがクライアントからのイーサネット パケットを待機します。スイッチは、
MAC アドレスに基づいてユーザ名とパスワードとともに RADIUS アクセス / 要求フレームを認
証サーバに送信します。許可された場合、スイッチがネットワークに対するクライアント アクセ
スを認可します。許可に失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていればスイッチがポートにゲ
スト VLAN を割り当てます。

リンクのライフタイム中に EAPOL パケットがインターフェイスで検出される場合、このイン
ターフェイスに接続されている装置が 802.1X 対応サプリカントであることをスイッチが判別し、
（MAC 認証バイパスではなく）802.1X 認証を使用してインターフェイスを許可します。インター
フェイス リンク ステータスがダウンになると EAPOL パケット履歴がクリアされます。

スイッチがすでに MAC 認証バイパスを使用してポートを許可していて、802.1X サプリカントを
検出した場合、スイッチはポートに接続されているクライアントを無許可にしません。再認証が
発生する際に、Termination-Auction RADIUS 属性が DEFAULT であるために前のセッションが終
了した場合、スイッチは 802.1X 認証を優先再認証プロセスとして使用します。

MAC 認証バイパスで許可されたクライアントを再認証することができます。再認証プロセスは、
802.1X で認証されたクライアントと同様です。再認証中に、ポートは前に割り当てられた VLAN 
に残ります。再認証に成功した場合、スイッチは同じ VLAN 内にポートを保持します。再認証に
失敗した場合、ゲスト VLAN が設定されていればスイッチがポートにゲスト VLAN を割り当て
ます。

再認証が Session-Timeout RADIUS 属性（属性 [27]）と Termination-Action RADIUS 属性（属性 
[29]）に基づいていて、Termination-Action RADIUS 属性（属性 [29]）アクションが初期化の場合、
（属性値は DEFAULT）、MAC 認証バイパス セッションが終了して、再認証中に接続が失われま
す。MAC 認証バイパスがイネーブルで 802.1X 認証がタイムアウトした場合、スイッチは MAC 
認証バイパス機能を使用して再許可を初期化します。これらの AV ペアの詳細については、RFC 
3580『IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines』を参照し
てください。

MAC 認証バイパスは、次の機能と相互作用します。

 • 802.1X 認証 — 802.1X 認証がポートでイネーブルの場合のみ、MAC 認証バイパスをイネーブ
ルにできます。

 • ゲスト VLAN — クライアントに無効な MAC アドレス ID がある場合、設定されていればス
イッチがクライアントにゲスト VLAN を割り当てます。
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802.1X ポートベース認証の設定
 • 制限 VLAN — 802.1x ポートに接続されているクライアントが MAC 認証バイパスによって認
証される場合、この機能はサポートされていません。

 • ポート セキュリティ — 「ポート セキュリティのある 802.1X 認証の使用」（p.52-15）を参照
してください。

 • 音声 VLAN — 「音声 VLAN ポートのある 802.1X 認証の使用」（p.52-15）を参照してくださ
い。

 • VLAN Membership Policy Server（VMPS; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ） — 802.1X およ
び VMPS は相互に排他的です。

 • プライベート VLAN — クライアントをプライベート VLAN に割り当てることができます。

 • Network Admission Control（NAC）レイヤ 2 IP 検証 — 例外リスト内のホストを含む、802.1X 
ポートが MAC 認証バイパスで認証されたあとにこの機能が有効になります。

NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の使用

Release 12.2(33)SXH 以降では、NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証がサポートされています。これは、
アンチウィルス条件やエンドポイント システムまたはクライアントのポスチャをチェックしたあ
とに、装置にネットワーク アクセスを認可します。NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証は、認証済み
ポートを指定 VLAN に割り当てることでポリシーの適用を実行します。これにより、レイヤ 2 で
不適切なポスチャのホストを区分および検疫します。

NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の設定は、RADIUS サーバ上でポスチャ トークンを設定する必要
があることを除いて、802.1X ポートベースの認証の設定に似ています。show dot1x 特権 EXEC コ
マンドを使用して、クライアントのポスチャを表示する NAC ポスチャ トークンを表示すること
ができます。NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の設定詳細については、「NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 
検証の設定」（p.52-39）を参照してください。

NAC の詳細については、『Network Admission Control Software Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

802.1X ポートベース認証の設定
ここでは、802.1X ポートベース認証の設定方法を説明します。

 • 802.1X ポートベース認証のデフォルト設定（p.52-19）
 • 802.1X 認証機能の設定時の注意事項（p.52-20）
 • 802.1X 認証のイネーブル化（p.52-22）
 • スイッチと RADIUS サーバ間の通信設定（p.52-25）
 • 複数ホストのイネーブル化（p.52-26）
 • 定期的な再認証のイネーブル化（p.52-26）
 • 手動によるポート接続クライアントの再認証（p.52-27）
 • ポート接続クライアント認証の初期化（p.52-28）
 • 802.1X クライアント情報の削除（p.52-28）
 • 802.1X タイムアウトの変更（p.52-28）
 • スイッチとクライアント間のフレーム再送信回数の設定（p.52-30）
 • 再認証回数の設定（p.52-31）
 • IEEE 802.1X アカウンティングの設定（p.52-31）
 • ゲスト VLAN の設定（p.52-32）
 • 制限 VLAN の設定（p.52-33）
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 • アクセス不能認証バイパス機能の設定（p.52-35）
 • WoL のある 802.1X 認証の設定（p.52-37）
 • MAC 認証バイパスの設定（p.52-38）
 • NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の設定（p.52-39）
 • ポート上での 802.1X 認証のディセーブル化（p.52-39）
 • 802.1X 設定のデフォルト値へのリセット（p.52-40）

802.1X ポートベース認証のデフォルト設定

表 52-2 に、802.1X のデフォルト設定を示します。

表 52-2 802.1X のデフォルト設定 

機能 デフォルト設定

802.1X イネーブル ステートの切り換え ディセーブル

ポート単位の 802.1X イネーブル ステー
ト

ディセーブル（force-authorized）
ポートはクライアントとの 802.1X ベース認証を行わ
ずに、通常のトラフィックを送受信します。

AAA ディセーブル

RADIUS サーバ

 • IP アドレス

 • UDP 認証ポート

 • キー

 • 指定なし

 • 1812

 • 指定なし

ホスト モード シングルホスト モード

制御方向 双方向制御

定期的な再認証 ディセーブル

再認証の間隔（秒） 3600 秒

再認証の回数 2 回（ポートが無許可ステートに変更される前にス
イッチが再認証プロセスを再開する回数）

待機時間 60 秒（スイッチがクライアントとの認証情報の交換
に失敗したあと、待機状態を続ける秒数）

再送信時間 30 秒（スイッチが EAP 要求 / アイデンティティ フ
レームに対するクライアントからの応答を待ち、要
求を再送信するまでの秒数）

大再送信回数 2 回（スイッチが認証プロセスを再開するまでに、
EAP 要求 / アイデンティティ フレームを送信する回
数）

クライアント タイムアウト時間 30 秒（認証サーバからの要求をクライアントにリ
レーするとき、スイッチが応答を待ち、クライアン
トに要求を再送信するまでの時間）

認証サーバ タイムアウト時間 30 秒（クライアントからの応答を認証サーバにリ
レーするとき、スイッチが応答を待ち、サーバに応
答を再送信するまでの時間）

無活動タイムアウト ディセーブル
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802.1X ポートベース認証の設定
802.1X 認証機能の設定時の注意事項

ここでは、次の機能の設定時の注意事項について説明します。

 • 802.1X 認証

 • VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限 VLAN、およびアクセス不能認証バイパス

 • MAC 認証バイパス

802.1X 認証

以下は 802.1X 認証の設定時の注意事項です。

 • 802.1X 認証をイネーブルにすると、ポートが認証されてから、他のレイヤ 2 機能またはレイ
ヤ 3 機能がイネーブルになります。

 • 802.1X 対応ポートのモードを（たとえばアクセスからトランクに）変更しようとしても、エ
ラー メッセージが表示されてポート モードは変更されません。

 • 802.1X 対応ポートが割り当てられている VLAN が変更される場合、この変更は透過的でス
イッチに影響しません。たとえば、ポートが RADIUS サーバ割り当て VLAN に割り当てられ
てから再認証後に別の VLAN に割り当てられた場合に、この変更が発生します。

802.1X ポートが割り当てられている VLAN がシャットダウン、ディセーブル化、または削除
された場合、ポートは無許可になります。たとえば、ポートが割り当てられたアクセス 
VLAN がシャットダウンまたは削除されたあとにポートが無許可になります。

 • 802.1X プロトコルは、レイヤ 2 のスタティック アクセス ポート、音声 VLAN ポート、レイ
ヤ 3 ルーテッド ポートではサポートされますが、次のポート タイプではサポートされませ
ん。

 – トランク ポート — トランク ポートで 802.1X 認証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、802.1X 認証はイネーブルになりません。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、エラー メッセージが表示されてポート モー
ドは変更されません。

 – ダイナミック ポート — ダイナミック モードのポートは、ネイバーとネゴシエーション
を実行してトランク ポートになることができます。ダイナミック ポートで 802.1X 認証
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、802.1X 認証はイネーブ
ルになりません。802.1X 対応ポートのモードをダイナミックに変更しようとしても、エ
ラー メッセージが表示されてポート モードは変更されません。

 – ダイナミック アクセス ポート — ダイナミック アクセス（VLAN Query Protocol [VQP] で 
802.1X 認証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、802.1X 認証
はイネーブルになりません。802.1X 対応ポートをダイナミック VLAN 割り当てに変更し
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。

ゲスト VLAN 指定なし

アクセス不能認証バイパス ディセーブル

制限 VLAN 指定なし

オーセンティケータ（スイッチ）モード 指定なし

MAC 認証バイパス ディセーブル

表 52-2 802.1X のデフォルト設定（続き）

機能 デフォルト設定
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 – EtherChannel ポート — アクティブまたは EtherChannel のまだアクティブになっていない
メンバであるポートを 802.1X ポートとして設定しないでください。EtherChannel ポート
で 802.1X 認証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、802.1X 
認証はイネーブルになりません。

（注） Release 12.2(33)SXH 以前のソフトウェア リリースでは、まだアクティブになって
いない EtherChannel のポートで 802.1X 認証をイネーブルにしても、そのポートは 
EtherChannel に加入しません。

 – Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）および RSPAN 宛先ポート 
— SPAN または RSPAN 宛先ポートであるポートで 802.1X 認証をイネーブルにすること
ができます。ただし、SPAN または RSPAN 宛先ポートとしてポートが削除されるまで 
802.1X 認証はディセーブルです。SPAN または RSPAN 送信元ポートでは 802.1X 認証を
イネーブルにできます。

（注） Release12.2(33)SXH 以前のソフトウェア リリースでは、802.1X 認証は音声 VLAN で
サポートされません。

 • dot1x system-auth-control グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力してスイッチ
で 802.1X 認証をグローバルでイネーブルにする前に、802.1X 認証および EtherChannel が設定
されているインターフェイスから EtherChannel コンフィギュレーションを 削除します。

VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限 VLAN、およびアクセス不能認証バイパス

VLAN 割り当て、ゲスト VLAN、制限 VLAN、およびアクセス不能認証バイパスの設定時の注意
事項は以下のとおりです。

 • 802.1X 認証がポートでイネーブルの場合、音声 VLAN と同じポート VLAN を設定すること
はできません。

 • VLAN 割り当てのある 802.1X 認証機能は、トランク ポート、ダイナミック ポート、および 
VMPS を介したダイナミックアクセス ポート割り当てでサポートされていません。

 • RSPAN VLAN 、プライベート プライマリ PVLAN、または音声 VLAN を除き、任意の VLAN 
を 802.1X VLAN として設定できます。ゲスト VLAN 機能は内部 VLAN（ルーテッド ポート）
やトランク ポートでサポートされておらず、アクセス ポートでのみサポートされています。

 • DHCP クライアントが接続されている 802.1X ポートのゲスト VLAN を設定したあとで、ホス
ト IP アドレスを DHCP サーバから取得する必要がある場合もあります。クライアント上の 
DHCP プロセスがタイムアウトして DHCP サーバからホスト IP アドレスを取得しようとする
前に、スイッチで 802.1X 認証プロセスを再起動する設定を変更することができます。802.1X 
認証プロセス（dot1x timeout quiet-period および dot1x timeout tx-period インターフェイス コ
ンフィギュレーション コマンド）の設定を減らします。設定を減らす量は、接続されている 
802.1X クライアント タイプによって変化します。

 • アクセス不能認証バイパス機能の設定時には、以下の注意事項に従ってください。

 – この機能は、シングルホスト モードおよびマルチホスト モードの 802.1X ポートでサ
ポートされています。

 – クライアントが Windows XP を実行していてクライアントが接続されているポートがク
リティカル認証ステートの場合、Windows XP はインターフェイスが認証されていないこ
とを報告する可能性があります。

 – Widows XP クライアントが DHCP に設定されていて DHCP サーバからの IP アドレスがあ
る場合、EAP-Success メッセージがクリティカル ポートに受信されても DHCP 設定プロ
セスで再初期化されません。
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802.1X ポートベース認証の設定
 – アクセス不能認証バイパス機能と制限 VLAN を 802.1X ポートに設定することができま
す。スイッチが制限 VLAN 内のクリティカル ポートを再認証しようとして、すべての
RADIUS サーバが利用不能な場合、スイッチはポート ステートをクリティカル認証ス
テートに変更して、制限 VLAN 内にとどめます。

 – アクセス不能認証バイパス機能とポートセキュリティを同じポートに設定できます。

 • RSPAN VLAN または音声 VLAN を除き、任意の VLAN を 802.1X 制限 VLAN として設定でき
ます。制限 VLAN 機能は内部 VLAN（ルーテッド ポート）やトランク ポートでサポートさ
れておらず、アクセス ポートでのみサポートされています。

MAC 認証バイパス

以下は MAC 認証バイパスの設定時の注意事項です。

 • 特記されている場合を除き、MAC 認証バイパスの注意事項は、802.1X 認証の注意事項と同
じです。詳細については、「802.1X 認証」（p.52-20）を参照してください。

 • MAC アドレスによりポートが許可されたあと、ポートから MAC 認証バイパスがディセーブ
ルになっている場合、ポート ステートに影響はありません。

 • ポートが無許可ステートでクライアント MAC アドレスが認証サーバ データベースでない場
合、ポートは無許可ステートのままになります。ただし、クライアント MAC アドレスが
データベースに追加された場合、スイッチが MAC 認証バイパスを使用してポートを再許可
します。

 • ポートが許可ステートの場合、再許可が発生するまでポートはこのステートのままになりま
す。

 • MAC 認証バイパスをルーテッド ポートで使用するために、MAC アドレス ラーニングがポー
トでイネーブルになっていることを確認してください。

 • Release 12.2(33)SXH 以降では、MAC 認証バイパスで接続されているものの非アクティブなホ
ストのタイムアウト期間を設定することができます。範囲は 1 ～ 65535 秒です。タイムアウ
ト値の設定後にポート セキュリティをイネーブルにしなければなりません。詳細について
は、「ポート セキュリティの設定」（p.54-4）を参照してください。

802.1X 認証のイネーブル化

802.1X ポート ベース認証をイネーブルにするには、AAA をイネーブルにして認証方式リストを
指定する必要があります。

方式リストは、ユーザ認証のためクエリー送信を行う手順と認証方式を記述したものです。ソフ
トウェアは、リスト内の 初の方式を使用してユーザを認証します。その方式で応答が得られな
かった場合、ソフトウェアはそのリストから次の認証方式を選択します。このプロセスは、リス
ト内の認証方式による通信が成功するか、定義された方式をすべて試行するまで繰り返されま
す。このサイクルのいずれかの時点で認証が失敗した場合には、認証プロセスは中止され、その
他の認証方式が試みられることはありません。

VLAN 割り当てを可能にするために、AAA 許可をイネーブルにしてすべてのネットワーク関連
サービス要求に対してスイッチを設定する必要があります。

802.1X AAA 処理は、次のようになります。

1. ユーザがスイッチ上のポートに接続します。

2. 認証が実行されます。

3. 必要に応じて、RADIUS サーバ設定に基づいて VLAN 割り当てがイネーブルになります。

4. スイッチが開始メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

5. 必要に応じて再認証が実行されます。
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6. 再認証結果に基づいてスイッチが一時的なアカウンティング アップデートをアカウンティン
グ サーバに送信します。

7. ユーザがポートから切断されます。

8. スイッチが停止メッセージをアカウンティング サーバに送信します。

802.1X ポート ベースの認証を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# aaa new-model AAA をイネーブルにします。

Router(config)# no aaa new-model AAA をディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# aaa authentication dot1x 
{default} method1 [method2...]

802.1X ポート ベース認証方式リストを作成しま
す。

authentication コマンドに名前付きリストが指定
されていない場合に使用するデフォルトのリスト
を作成するには、default キーワードの後ろにデ
フォルト状況で使用される方式を指定します。デ
フォルトの方式リストは、自動的にすべてのポー
トに適用されます。

method1 には、group radius キーワードを入力し
て認証用にすべての RADIUS サーバのリストを
使用します。

他のキーワードはコマンドライン ヘルプ ストリ
ングで表示されていますが、group radius キー
ワードのみがサポートされます。

Router(config)# no aaa authentication dot1x 
{default | list_name}

設定されている方式リストを消去します。

ステップ 3 Router(config)# dot1x system-auth-control 802.1X ポートベースの認証をグローバルにイ
ネーブルにします。

Router(config)# no dot1x system-auth-control 802.1X ポートベースの認証をグローバルにディ
セーブルにします。

ステップ 4 Router(config)# aaa authorization network 
{default} group radius

（任意）スイッチを設定して、VLAN 割り当てな
どの、すべてのネットワーク関連サービス要求の
ユーザ RADIUS 許可を使用します。

ステップ 5 Router(config)# radius-server host ip-address RADIUS サーバの IP アドレスを指定します。

ステップ 6 Router(config)# radius-server key string スイッチと、RADIUS サーバ上で動作する 
RADIUS デーモンとの間で使用する、認証キーお
よび暗号キーを指定します。

ステップ 7 Router(config)# interface type1 slot/port インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始し、802.1X の認証をイネーブルにする
インターフェイスを指定します。

ステップ 8 Router(config-if)# switchport mode access 前のステップで RADIUS サーバを設定した場合
のみ、ポートをアクセス モードに設定します。
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次に、ポート FastEthernet 5/1 で AAA と 802.1X をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Router(config)# dot1x system-auth-control 
Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x port-control auto
Router(config-if)# end

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show dot1x all

Sysauthcontrol              Enabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Dot1x Info for interface FastEthernet5/1

----------------------------------------------------

PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = AUTO
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = MULTI_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

ステップ 9 Router(config-if)# dot1x port-control auto インターフェイス上で 802.1X ポートベースの認
証をイネーブルにします。

機能の相互作用の詳細については、「802.1X 認証
機能の設定時の注意事項」（p.52-20）を参照して
ください。

Router(config-if)# no dot1x port-control auto インターフェイス上で 802.1X ポートベースの認
証をディセーブルにします。

ステップ 10 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Router# show dot1x all 設定を確認します。

表示の 802.1X Port Summary セクションの Status 
カラムを確認してください。enabled というス
テータスは、ポート制御値が、auto または 
force-unauthorized に設定されていることを意味
します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的
52-24
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 52 章      IEEE 802.1X ポートベース認証の設定
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スイッチと RADIUS サーバ間の通信設定 
RADIUS セキュリティ サーバは、次のいずれかによって識別されます。

 • ホスト名

 • ホスト IP アドレス

 • ホスト名と特定の UDP ポート番号

 • IP アドレスと特定の UDP ポート番号

IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、同一 IP アドレスの
サーバ上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ RADIUS 
サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（例えば認証など）を設定した場合、2 
番めに設定されたホスト エントリは、 初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー 
バックアップとして動作します。RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って試行されま
す。

RADIUS サーバ パラメータを設定するには、次の作業を行います。

RADIUS サーバ パラメータを設定する場合、次の点に注意してください。

 • hostname または ip_address には、リモート RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを指
定します。

 • 別のコマンドラインには、key string を指定します。

 • key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンとの間で使用す
る認証キーおよび暗号キーを指定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号キーに一
致するテキスト ストリングでなければなりません。

 • key string を指定する場合、キーの途中および末尾のスペースが利用されます。キーにスペー
スを使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないで
ください。キーは RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している必要があります。

 • radius-server host 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、タイムアウト、
再送信回数、暗号キーの値を、すべての RADIUS サーバにグローバルに設定できます。これ
らのオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server 
retransmit、および radius-server key 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。詳細については、次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2、

『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.2 を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip radius source-interface 
interface_name 

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイ
スの IP アドレスを含むように指定します。

Router(config)# no ip radius source-interface RADIUS パケットが、以前に指定されたインター
フェイスの IP アドレスを含まないようにします。

ステップ 2 Router(config)# radius-server host {hostname | 
ip_address}

スイッチに RADIUS サーバ ホスト名または IP ア
ドレスを設定します。

複数の RADIUS サーバを使用する場合は、この
コマンドを再度入力します。

Router(config)# no radius-server host {hostname | 
ip_address}

指定した RADIUS サーバを削除します。

ステップ 3 Router(config)# radius-server key string スイッチと、RADIUS サーバ上で動作する 
RADIUS デーモンとの間で使用する、認証キーお
よび暗号キーを設定します。
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（注） RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。
詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

次に、スイッチで RADIUS サーバ パラメータを設定する例を示します。

Router(config)# ip radius source-interface Vlan80
Router(config)# radius-server host 172.l20.39.46
Router(config)# radius-server key rad123

複数ホストのイネーブル化

図 52-5（p.52-8）に示すように、1 つの 802.1X 対応ポートに複数のホストを接続することができ
ます。このモードでは、接続されたホストのうち 1 つが許可に成功すれば、すべてのホストが
ネットワーク アクセスを認可されます。ポートが無許可ステートになった場合（再認証が失敗し
た場合、または EAPOL ログオフ メッセージを受信した場合）には、接続されたすべてのクライ
アントがネットワーク アクセスを拒否されます。

802.1X 許可ポートで複数ホスト（クライアント）を許可するには、次の作業を行います。

次に、インターフェイス FastEthernet 5/1 で 802.1X をイネーブルにし、複数のホストを許可する
例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x port-control auto
Router(config-if)# dot1x host-mode multi-host

定期的な再認証のイネーブル化

Release 12.3(33)SXH 以降のリリースでは、802.1X クライアントの定期的な再認証をイネーブルに
し、再認証の間隔を指定できます。再認証期間を手動で指定したり、RADIUS サーバで指定され
たセッションタイムアウト期間を使用することができます。期間を指定せずに再認証をイネーブ
ルにする場合、再認証を行う間隔は 3600 秒です。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x port-control auto ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x host-mode multi-host 802.1X 許可ポートで複数ホスト（クライアント）
を許可します。

Router(config-if)# dot1x host-mode single-host ポート上の複数のホストをディセーブルにしま
す。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show dot1x interface type1 slot/port 設定を確認します。
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クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし、再認証を行う間隔（秒）を設定するには、次
の作業を行います。

次に、定期的な再認証をイネーブルにし、再認証の間隔を 4,000 秒に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x reauthentication
Router(config-if)# dot1x timeout reauth-period 4000

手動によるポート接続クライアントの再認証

（注） 再認証は、すでに許可されているポートのステータスには影響しません。

特定のポートに接続されているクライアントを手動で再認証するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/1 に接続されているクライアントを手動で再認証する例を示します。

Router# dot1x re-authenticate interface fastethernet 5/1

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x reauthentication クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし
ます。デフォルトではディセーブルに設定されて
います。

Router(config-if)# no dot1x reauthentication クライアントの定期的な再認証をディセーブルに
します。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x timeout reauth-period 
[seconds | server]

再認証の間隔（秒）を設定します。

キーワードには次のような意味があります。

 • seconds — 1 ～ 65535 の秒数を設定します。デ
フォルトは 3600 秒です。

 • server — Session-Timeout RADIUS 属性（属性 
[27]）および Termination-Action RADIUS 属性

（属性 [29]）の値に基づく秒数を使用します。

このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、
定期的な再認証をイネーブルに設定した場合だけ
です。

Router(config-if)# no dot1x timeout reauth-period デフォルトの再許可の間隔に戻します。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# dot1x re-authenticate interface 
type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

ポートに接続されているクライアントを手動で再
認証します。

ステップ 2 Router# show dot1x all 設定を確認します。
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ポート接続クライアント認証の初期化

（注） 認証の初期化により、既存の認証はディセーブルにしてから、ポートに接続されているクライア
ントを認証します。

ポートに接続されているクライアントの認証を初期化するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/1 に接続されているクライアントに対する認証を初期化する例を示し
ます。

Router# dot1x initialize interface fastethernet 5/1

802.1X クライアント情報の削除

すべての既存サプリカントを完全にインターフェイスまたはスイッチ上の全インターフェイスか
ら削除するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/1 に接続されているクライアントに対する 802.1X クライアント情報
を削除する例を示します。

Router# clear dot1x interface fastethernet 5/1

802.1X タイムアウトの変更

インターフェイス コンフィギュレーション モードで dot1x timeout {attribute} seconds コマンド形
式を使用して複数の 802.1X タイムアウト属性を変更することができます。このセクションでは、
待機時間タイムアウトを変更する詳細と、同じコマンド形式を使用した他の 802.1X タイムアウ
トを変更する方法について説明します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# dot1x initialize 
interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

ポートに接続されているクライアントの認証を初
期化します。

ステップ 2 Router# show dot1x all 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# clear dot1x interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

ポートに接続されているクライアントの 802.1X 
クライアント情報を削除します。

Router# clear dot1x all すべてのポートに接続されているすべてのクライ
アントの 802.1X クライアント情報を削除します。

ステップ 2 Router# show dot1x all 設定を確認します。
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待機時間の設定

スイッチがクライアントを認証できなかった場合は、スイッチは所定の時間だけアイドル状態を
続け、そのあと再び認証を試みます。dot1x timeout quiet-period インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドはアイドル期間を制御します。認証が失敗する理由としては、クライアント
が無効なパスワードを提示した場合などが考えられます。デフォルトよりも小さい値を入力する
ことによって、ユーザへの応答時間を短縮できます。

待機時間を変更するには、次の作業を行います。

次に、スイッチの待機期間を 30 秒に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x timeout quiet-period 30

次に、スイッチでデフォルトの待機期間に戻す例を示します。

Router(config-if)# no dot1x timeout quiet-period

スイッチとクライアント間の再送信時間の設定

クライアントはスイッチからの EAP 要求 / アイデンティティ フレームに対し、EAP 応答 / アイデ
ンティティ フレームで応答します。スイッチがこの応答を受信できなかった場合、所定の時間

（再送信時間）だけ待機し、そのあとフレームを再送信します。

（注） このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび
認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限っ
て変更してください。

スイッチが要求を再送信する前にクライアントからの EAP 要求 / アイデンティティ フレームに
対する応答を待機する時間を変更するには、インターフェイス コンフィギュレーション モード
で dot1x timeout tx-period seconds コマンドを使用します。スイッチ指定できる範囲は 1 ～ 65535 
秒で、デフォルトは 30 秒です。デフォルトの再送信時間に戻すには、no dot1x timeout tx-period 
コマンドを使用します。

次に、スイッチが EAP 要求 / アイデンティティ フレームに対するクライアントからの応答を待
ち、要求を再送信するまでの時間を 60 秒に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x timeout tx-period 60

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x timeout quiet-period 
seconds

スイッチがクライアントとの認証情報の交換に失
敗したあと、待機状態を続ける秒数を設定しま
す。

指定できる範囲は 0 ～ 65535 です。デフォルトは 
60 秒です。

Router(config-if)# no dot1x timeout quiet-period デフォルトの待機時間に戻ります。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x all 設定を確認します。
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スイッチとクライアント間の EAP 要求フレーム再送信時間の設定

クライアントは EAP 要求フレームを受信したことをスイッチに通知します。スイッチがこの通
知を受信できなかった場合、スイッチは所定の時間だけ待機し、そのあとフレームを再送信しま
す。

スイッチが通知を待機する時間を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション 
モードで dot1x timeout supp-timeout seconds コマンドを使用します。指定できる範囲は 1 ～ 65535 
秒で、デフォルトは 30 秒です。デフォルトの再送信時間に戻すには、no dot1x supp-timeout コマ
ンドを使用します。

次に、スイッチからクライアントへの EAP 要求フレームの再送信時間を 25 秒に設定する例を示
します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 25

スイッチと認証サーバ間のレイヤ 4 パケット再送信時間の設定

認証サーバは、レイヤ 4 パケットを受信するたびにスイッチに通知します。スイッチがパケット
送信後に通知を受信できない場合、スイッチは所定の時間だけ待機し、そのあとパケットを再送
信します。

スイッチから認証サーバへのレイヤ 4 パケットの再送信値を設定するには、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードで dot1x timeout server-timeout seconds コマンドを使用します。指
定できる範囲は 1 ～ 65535 秒で、デフォルトは 30 秒です。デフォルトの再送信時間に戻すには、
no dot1x server-timeout コマンドを使用します。

次に、スイッチから認証サーバへのレイヤ 4 パケットの再送信時間を 25 秒に設定する例を示し
ます。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x timeout server-timeout 25

スイッチとクライアント間のフレーム再送信回数の設定

スイッチとクライアント間の再送信時間を変更できるだけでなく、（クライアントから応答が得
られなかった場合に）スイッチが認証プロセスを再開する前に、クライアントに EAP 要求 / アイ
デンティティ フレームを送信する回数を変更することができます。

（注） このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび
認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限っ
て変更してください。

スイッチからクライアントへのフレーム再送信回数を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x max-req count スイッチが認証プロセスを再開するまでに、EAP 
要求 / アイデンティティ フレームをクライアント
に送信する回数を設定します。指定できる範囲は 
1 ～ 10 です。デフォルトは 2 です。

Router(config-if)# no dot1x max-req デフォルトの再送信回数に戻ります。
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次に、スイッチが認証プロセスを再開する前に、EAP 要求 / アイデンティティ フレームを送信す
る回数を 5 に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x max-req 5

再認証回数の設定

ポートが無許可ステートに変更される前にスイッチが認証プロセスを再開する回数も変更するこ
とができます。

（注） このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび
認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対する調整を行う必要があるときに限っ
て変更してください。

再認証回数を設定するには、次の作業を行います。

次に、ポートが無許可ステートに変更される前にスイッチが認証プロセスを再開する回数を 4 に
設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x max-reauth-req 4

IEEE 802.1X アカウンティングの設定

802.1X アカウンティングによる AAA システム アカウンティングをイネーブルにすることによ
り、ログ用のアカウンティング RADIUS サーバにシステム リロード イベントを送信することが
できます。その後、すべてのアクティブ 802.1X セッションがクローズしていることをサーバが
判別できます。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x all 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x max-reauth-req count ポートが無許可ステートに変更される前にスイッ
チが認証プロセスを再開する回数を設定します。
指定できる範囲は 0 ～ 10 です。デフォルトは 2 
です。

Router(config-if)# no dot1x max-reauth-req デフォルトの再認証回数に戻ります。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x all 設定を確認します。
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RADIUS では信頼性の低い UDP 転送プロトコルを使用しているので、ネットワークの状況が貧
弱であるためにアカウンティング メッセージが消失することもあります。設定可能なアカウン
ティング要求再送信数のあとにスイッチで RADIUS サーバからアカウンティング応答メッセージ
を受信してない場合、次のシステム メッセージが表示されます。

Accounting message %s for session %s failed to receive Accounting Response.

停止メッセージが正常に送信されないときには、次のメッセージが表示されます。

00:09:55: %RADIUS-3-NOACCOUNTINGRESPONSE: Accounting message Start for session 
172.20.50.145 sam 11/06/03 07:01:16 11000002 failed to receive Accounting Response.

（注） 開始、停止、一時アップデート メッセージとタイムスタンプのロギングなど、アカウンティング 
タスクを実行するために RADIUS サーバを設定しなければなりません。これらの機能をオンにす
るには、RADIUS サーバの Network Configuration タブで「Update/Watchdog packets from this AAA 
client」のロギングをイネーブルにします。次に、RADIUS サーバの System Configuration タブで

「CVS RADIUS Accounting」をイネーブルにします。

スイッチ上で AAA をイネーブルにしたあとで 802.1X アカウンティングを設定するには、次の作
業を行います。

show radius statistics 特権 EXEC コマンドを使用して、アカウンティング応答メッセージを受信し
ない RADIUS メッセージ数を表示します。

次に、802.1X アカウンティングを設定する例を示します。 初のコマンドでは RADIUS サーバ
を設定し、アカウンティング用の UDP ポートとして 1813 を指定します。

Router(config)# radius-server host 172.120.39.46 auth-port 1812 acct-port 1813 key rad123
Router(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius
Router(config)# aaa accounting system default start-stop group radius

ゲスト VLAN の設定

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、ゲスト VLAN を設定する際に、サーバが EAP 要求 / ア
イデンティティ フレームに対する応答を受信しない場合に、802.1X 対応ではないクライアント
がゲスト VLAN に配置されます。802.1X 対応であるものの認証に失敗したクライアントはネッ
トワーク アクセスを認可されません。ゲスト VLAN として動作する際に、設定されたポートの
ホスト モードに関係なくポートはマルチホスト モードで機能します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# aaa accounting dot1x default 
start-stop group radius

すべての RADIUS サーバのリストを使用して 
802.1X アカウンティングをイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# aaa accounting system default 
start-stop group radius 

（任意）（すべての RADIUS サーバのリストを使用
して）システム アカウンティングをイネーブル
にして、スイッチ リロード時にシステム アカウ
ンティング リロード イベント メッセージを生成
します。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show running-config 設定を確認します。
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ゲスト VLAN を設定するには、次の作業を行います。

ゲスト VLAN をディセーブルにして削除するには、no dot1x guest-vlan 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。ポートは無許可ステートに戻ります。

次に、802.1X ゲスト VLAN として VLAN 2 をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x guest-vlan 2

次に、スイッチにクライアント通知タイムアウトとして 3 秒を設定し、要求を再送信する前にス
イッチがクライアントからの EAP 要求 / アイデンティティ フレームに対する応答を待機する秒
数として 15 を設定し、802.1X ポートが DHCP クライアントに接続される際に 802.1X ゲスト 
VLAN として VLAN 2 をイネーブルにする例を示します。

Router(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 3
Router(config-if)# dot1x timeout tx-period 15
Router(config-if)# dot1x guest-vlan 2

制限 VLAN の設定

スイッチに制限 VLAN を設定する際に、認証サーバが有効なユーザ名とパスワードを受信しない
ときに 802.1X 準拠のクライアントは制限 VLAN に移動します。制限 VLAN として動作する際に、
設定されたポートのホスト モードに関係なくポートはシングルホスト モードで機能します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# switchport mode access
or 
Router(config-if)# switchport mode private-vlan 
host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとし
て設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x port-control auto ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# dot1x guest-vlan vlan-id アクティブ VLAN を 802.1X ゲスト VLAN として
指定します。範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN 
VLAN、プライベート プライマリ PVLAN、また
は音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN 
を 802.1X VLAN として設定することができます。

ステップ 5 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。
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制限 VLAN を設定するには、次の作業を行います。

制限 VLAN をディセーブルにして削除するには、no dot1x auth-fail vlan 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。ポートは無許可ステートに戻ります。

次に、802.1X 制限 VLAN として VLAN 2 をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x auth-fail vlan 2

dot1x auth-fail max-attempts 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、
ユーザが制限 VLAN に割り当てられる前に許可される認証試行 大回数を設定することができま
す。可能な認証試行回数の範囲は 1 ～ 3 で、デフォルトは 3 試行です。

許可されている認証試行 大回数を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# switchport mode access

または
Router(config-if)# switchport mode private-vlan 
host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとし
て設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x port-control auto ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# dot1x auth-fail vlan vlan-id アクティブ VLAN を 802.1X 制限 VLAN として指
定します。範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN 
VLAN、プライベート プライマリ PVLAN、また
は音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN 
を 802.1X 制限 VLAN として設定することができ
ます。

ステップ 5 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport mode access

または
Router(config-if)# switchport mode private-vlan 
host

ポートをアクセス モードに設定します。

または

ポートをプライベート VLAN ホスト ポートとし
て設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x port-control auto ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。
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デフォルト値に戻るには、no dot1x auth-fail max-attempts 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。

次に、ポートが制限 VLAN に移動する前に許可される 大認証試行回数を 2 に設定する例を示し
ます。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 2

アクセス不能認証バイパス機能の設定

クリティカル認証または AAA 失敗ポリシーとも呼ばれるアクセス不能認証バイパス機能を設定
することができます。

ポートをクリティカル ポートとして設定してアクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにする
には、次の作業を行います。

ステップ 4 Router(config-if)# dot1x auth-fail vlan vlan-id アクティブ VLAN を 802.1X 制限 VLAN として指
定します。範囲は 1 ～ 4094 です。

内部 VLAN（ルーテッド ポート）、RSPAN 
VLAN、プライベート プライマリ PVLAN、また
は音声 VLAN を除き、任意のアクティブ VLAN 
を 802.1X 制限 VLAN として設定することができ
ます。

ステップ 5 Router(config-if)# dot1x auth-fail max-attempts 
max-attempts

ポートを制限 VLAN に移動する前に許可される
認証試行回数を指定します。指定できる範囲は 1 
～ 3 です。デフォルトは 3 です。

ステップ 6 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# radius-server dead-criteria time 
time tries tries

（任意）RADIUS サーバが利用不能または停止と
見なされるときを判別するのに使用される条件を
設定します。

time の範囲は 1 ～ 120 秒です。スイッチは動的に 
10 ～ 60 秒のデフォルト seconds 値を設定します。

tries の範囲は 1 ～ 100 です。スイッチは動的に 10 
～ 100 のデフォルト tries パラメータを設定しま
す。

ステップ 2 Router(config)# radius-server deadtime minutes （任意）RADIUS サーバが要求を送信しない分数
を設定します。範囲はは 0 ～ 1440 分（24 時間）
です。デフォルト値は 0 分です。
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ステップ 3 Router(config)# radius-server host ip-address 
[acct-port udp-port] [auth-port udp-port] [key 
string] [test username name [idle-time time] 
[ignore-acct-port] [ignore-auth-port]]

（任意）以下のキーワードを使用して RADIUS 
サーバ パラメータを設定します。

 • acct-port udp-port — RADIUS アカウンティン
グ サーバの UDP ポートを指定します。UDP 
ポート番号の範囲は 0 ～ 65536 であり、デ
フォルトは 1646 です。

 • auth-port udp-port — RADIUS 認証サーバの 
UDP ポートを指定します。UDP ポート番号
の範囲は 0 ～ 65536 であり、デフォルトは 
1645 です。

（注） RADIUS アカウンティング サーバの UDP 
ポートおよび RADIUS 認証サーバの UDP 
ポートをデフォルト以外の値に設定しま
す。

 • key string — スイッチと RADIUS デーモンと
の間のすべての RADIUS 通信用の認証および
暗号キーを指定します。

（注） radius-server key {0 string | 7 string | string} 
グローバル コンフィギュレーション コマ
ンドを使用して認証および暗号キーを設
定することも可能です。

 • test username name — RADIUS サーバ ステー
タスの自動化テストをイネーブルにして、使
用されるユーザ名を指定します。

 • idle-time time — スイッチがサーバにテスト パ
ケットを送信するまでの分数を設定します。
有効値の範囲は 1 ～ 35791 分です。デフォル
ト値は 60 分（1 時間）です。

 • ignore-acct-port — RADIUS サーバ アカウン
ティング ポートのテストをディセーブルにし
ます。

 • ignore-auth-port — RADIUS サーバ認証ポー
トのテストをディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config)# dot1x critical {eapol | recovery 
delay milliseconds} 

（任意）アクセス不能認証バイパスのパラメータ
を設定します。

eapol — スイッチが正常にクリティカル ポートを
認証する際にスイッチが送信する EAPOL-Success 
メッセージを指定します。

recovery delay milliseconds — 利用不能な RADIUS 
サーバが利用可能になる際にクリティカル ポー
トを再初期化するためにスイッチが待機する間の
回復遅延期間を設定します。有効値の範囲は 1 ～ 
10000 ミリ秒です。デフォルトは 1000 ミリ秒です

（ポートが毎秒再初期化可能になります）。

ステップ 5 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

コマンド 目的
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RADIUS サーバのデフォルト設定に戻るには、no radius-server dead-criteria、no radius-server 
deadtime、および no radius-server host 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。アクセス不能認証バイパスのデフォルト設定に戻すには、no dot1x critical {eapol | recovery 
delay} 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。アクセス不能認証バイパス
をディセーブルにするには、no dot1x critical 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。

次に、アクセス不能認証バイパス機能を設定する例を示します。

Router(config)# radius-server dead-criteria time 30 tries 20
Router(config)# radius-server deadtime 60
Router(config)# radius-server host 1.1.1.2 acct-port 1550 auth-port 1560 key abc1234 test 
username user1 idle-time 30
Router(config)# dot1x critical eapol
Router(config)# dot1x critical recovery delay 2000
Router(config)# interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)# dot1x critical
Router(config-if)# dot1x critical recovery action reinitialize

WoL のある 802.1X 認証の設定

WoL のある 802.1X 認証をイネーブルにするには、次の作業を行います。

ステップ 6 Router(config-if)# dot1x critical [recovery 
action reinitialize]

アクセス不能認証バイパス機能をイネーブルにし
て、次のキーワードを使用して機能を設定しま
す。

 • recovery action reinitialize — 回復機能をイ
ネーブルにして、認証サーバ利用可能時に回
復機能でポートを認証するように指定しま
す。

ステップ 7 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 8 Router# show dot1x [interface type slot/port] 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x control-direction {both 
| in}

WoL のある 802.1X 認証をイネーブルにして、以
下のキーワードを使用して双方向または単一方向
としてポートを設定します。

 • both — ポートを双方向に設定します。ポー
トはホストとのパケットの送受信を行うこと
ができません。デフォルトで、ポートは双方
向です。

 • in — ポートを単一方向に設定します。ポート
はホストにパケットを送信することができま
すが、ホストからパケットを受信することは
できません。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。
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WoL のある 802.1X 認証をディセーブルにするには、no dot1x control-direction 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。

次に、WoL のある 802.1X 認証をイネーブルにして、ポートを双方向に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x control-direction both

MAC 認証バイパスの設定

MAC 認証バイパスをイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） MAC 認証バイパスをルーテッド ポートで使用するために、MAC アドレス ラーニングがポート
でイネーブルになっていることを確認してください。

次に、MAC 認証バイパスをイネーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# dot1x port-control auto
Router(config-if)# dot1x mac-auth-bypass

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x port-control {auto | 
force-authorized | force-unauthorized}

ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。

キーワードには次のような意味があります。

 • auto — 認証が成功するまで EAPOL トラ
フィックのみを許可します。

 • force-authorized — すべてのトラフィックを
許可し、認証は不要です。

 • force-unauthorized — どのトラフィックも許
可しません。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x mac-auth-bypass [eap] MAC 認証バイパスをイネーブルにします。

（任意）eap キーワードを使用して、許可に EAP 
を使用するようにスイッチを設定します。

Router(config-if)# no dot1x mac-auth-bypass MAC 認証バイパスをディセーブルにします。

ステップ 4 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。
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NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証の設定

Cisco IOS Release 12.2(33)SXH 以降では、NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証を設定することができま
す。これは、RADIUS サーバのある 802.1X 認証とも呼ばれています。NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 
設定は、ポスチャ トークンおよび VLAN 割り当てを使用した RADIUS サーバを設定する追加ス
テップを加えた 802.1X 設定と同じです。

NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証を設定するには、次の作業を行います。

次に、NAC レイヤ 2 IEEE 802.1X 検証を設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config)# dot1x port-control auto
Router(config-if)# dot1x reauthentication
Router(config-if)# dot1x timeout reauth-period server

ポート上での 802.1X 認証のディセーブル化

no dot1x pae 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、ポート上の 802.1X 
認証をディセーブルにすることができます。

ポート上の 802.1X 認証をディセーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x port-control auto ポート上で 802.1X 認証をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# dot1x reauthentication クライアントの定期的な再認証をイネーブルにし
ます。デフォルトではディセーブルに設定されて
います。

ステップ 4 Router(config-if)# dot1x timeout reauth-period 
{seconds | server}

再認証の間隔（秒）を設定します。

キーワードには次のような意味があります。

 • seconds — 1 ～ 65535 の秒数を設定します。デ
フォルトは 3600 秒です。

 • server — Session-Timeout RADIUS 属性（属性 
[27]）および Termination-Action RADIUS 属性

（属性 [29]）の値に基づく秒数を使用します。

このコマンドがスイッチの動作に影響するのは、
定期的な再認証をイネーブルに設定した場合だけ
です。

ステップ 5 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 6 Router# show dot1x interface type slot/port 802.1X 認証設定を確認します。NAC ポスチャ 
トークンが 802.1X 認証設定とともに表示されて
いることを確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定するポートを指定し、インターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config-if)# no dot1x pae ポート上で 802.1X 認証をディセーブルにします。
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802.1X ステータスの表示
802.1X をポートでイネーブルにするもののポートに接続されているクライアントを許可できない
ようにする 802.1X Port Access Entity（PAE）オーセンティケータとしてポートを設定するには、
dot1x pae authenticator 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。

次にポート上で 802.1X 認証をディセーブルにする例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# no dot1x pae authenticator

802.1X 設定のデフォルト値へのリセット

802.1X 設定をデフォルト値に戻すには、次の作業を行います。

次に、ポートの 802.1X 認証設定をデフォルト値にリセットする例を示します。

Router(config)# interface gigabitethernet 3/27
Router(config-if)# dot1x default 

802.1X ステータスの表示
スイッチのグローバルな 802.1X の管理ステータスおよび動作ステータスを表示したり、個別の
ポートの 802.1X 設定を表示したりするには、次の作業を行います。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x interface type slot/port 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

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

ステップ 2 Router(config-if)# dot1x default 設定可能な 802.1X パラメータをデフォルト値に
リセットします。

ステップ 3 Router(config-if)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show dot1x all 設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show dot1x [all | interface 
type1 slot/port] 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

スイッチのグローバル 802.1X 管理ステータスお
よび動作ステータスを表示します。

（任意）all キーワードを使用して、802.1X 認証を
使用するすべてのインターフェイスのグローバル 
802.1X ステータスと 802.1X 設定を表示します。

（任意）interface キーワードを使用して、特定の
インターフェイスの 802.1X 設定を表示します。
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802.1X ステータスの表示 
次に、グローバル 802.1X ステータスを表示する例を示します。

Router# show dot1x 
Sysauthcontrol             Disabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Router#

次に、802.1X 認証を使用するすべてのインターフェイスのグローバル 802.1X ステータスと 
802.1X 設定を表示する例を示します。

Router# show dot1x all 
Sysauthcontrol             Disabled
Dot1x Protocol Version            2
Critical Recovery Delay         100
Critical EAPOL             Disabled

Dot1x Info for GigabitEthernet3/27
-----------------------------------
PAE                       = AUTHENTICATOR
PortControl               = FORCE_AUTHORIZED
ControlDirection          = Both 
HostMode                  = SINGLE_HOST
ReAuthentication          = Disabled
QuietPeriod               = 60
ServerTimeout             = 30
SuppTimeout               = 30
ReAuthPeriod              = 3600 (Locally configured)
ReAuthMax                 = 2
MaxReq                    = 2
TxPeriod                  = 30
RateLimitPeriod           = 0

Router#

この出力に表示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX 
Command References』を参照してください。
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802.1X ステータスの表示
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Web ベース認証の設定

この章では、Web ベース認証を設定する手順について説明します。Web ベース認証は、
Release12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • Web ベース認証の概要（p.53-1）
 • Web ベース認証の設定（p.53-5）
 • Web ベース認証ステータスの表示（p.53-11）

Web ベース認証の概要
Web ベース認証機能は、Web ベース認証を実装していて、Web 認証プロキシとも呼ばれていま
す。

Web ベースの認証機能を使用して、IEEE 802.1X サプリカントを実行していないホスト システム
でエンドユーザを認証できます。レイヤ 2 およびレイヤ 3 インターフェイスで Web ベース認証機
能を設定することができます。

ユーザが HTTP セッションを開始する際に、Web ベースの認証機能がホストからの入力 HTTP パ
ケットを代行受信して、HTML ログイン ページをユーザに送信します。ユーザが認定証に入力
し、認証するために Web ベース 認証機能がこれを AAA サーバに送信します。認証が成功する
と、Web ベース認証がログイン成功 HTML ページをホストに送信し、AAA サーバによって戻さ
れたアクセス ポリシーが適用されます。

認証に失敗すると、Web ベース認証がログイン失敗 HTML ページをユーザに送信し、ログイン
試行を再試行するようにユーザに要求します。ユーザが失敗ログイン試行の 大数を超過する
と、ユーザはウォッチ リストに配置されます。

ここでは、Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティング）
システムの一部として Web ベース認証のロールについて説明します。

 • 装置のロール（p.53-2）
 • ホスト検出（p.53-2）
 • セッション作成（p.53-2）
 • 認証プロセス（p.53-3）
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Web ベース認証の概要
 • Web ベース認証の他の機能との相互作用（p.53-3）

装置のロール

Web ベースの認証では、図 53-1 に示すように、ネットワーク上の装置にはそれぞれ特定のロー
ルがあります。

図 53-1 Web ベースの認証装置のロール

図 53-1 に示す特定のロールは、次のとおりです。

 • クライアント — LAN へのアクセスおよびスイッチ サービスを要求し、スイッチからの要求
に応答する装置（ワークステーション）。ワークステーションは、Java スクリプトがイネー
ブルの HTML ブラウザを実行している必要があります。

 • 認証サーバ — クライアントの実際の認証を行います。認証サーバはクライアントの識別情報
を確認し、そのクライアントに LAN およびスイッチ サービスへのアクセスを許可すべきか
どうかをスイッチに通知します。

 • スイッチ — クライアントの認証ステータスに基づいて、ネットワークへの物理アクセスを制
御します。スイッチはクライアントと認証サーバとの仲介装置（プロキシ）として動作し、
クライアントに識別情報を要求し、その情報を認証サーバで確認し、クライアントに応答を
リレーします。

ホスト検出

レイヤ 3 インターフェイスの場合、インターフェイス上に Web ベース認証が設定されると（また
はインターフェイスがサービス中になると）Web ベース認証が HTTP 代行受信 ACL を設定しま
す。

レイヤ 2 インターフェイスの場合、以下のメカニズムを使用して Web ベース認証が IP ホストを
検出します。

 • ARP ベース トリガー — ARP リダイレクト ACL により、Web ベース認証で固定 IP アドレス
または動的に取得された IP アドレスを有するホストを検出することができます。

 • Dynamic ARP Inspection（DAI; ダイナミック ARP インスペクション）

 • DHCP スヌーピング — スイッチがホストの DHCP バインディング エントリの作成時に Web 
ベース認証が通知されます。

セッション作成

Web ベース認証で新規ホストが検出されると、次のようにセッションを作成します。

 • 例外リストをチェックします。

Catalyst 

RADIUS

79
54

9
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Web ベース認証の概要 
ホスト IP が例外リストに含まれている場合、例外リスト エントリからのポリシーが適用さ
れ、セッションが確立されているとみなされます。

 • 認証バイパスをチェックします。

ホスト IP が例外リストにない場合、Web ベース認証は Nonresponsive Host（NRH; 非応答ホス
ト）要求をサーバに送信します。

サーバ応答が Access Accepted である場合、このホスト用の許可がバイパスされます。セッ
ションが確立されているとみなされます。

 • HTTP 代行受信 ACL を設定します。

NRH 要求に対するサーバ応答が Access Rejected である場合、HTTP 代行受信 ACL が Ternary 
CAM（TCAM）にプログラミングされ、セッションはホストから HTTP トラフィックを待機
します。

認証プロセス

Web ベース認証がイネーブルの場合、以下のイベントが発生します。

 • ユーザが HTTP セッションを開始します。

 • HTTP トラフィックが代行受信され、許可が開始されます。ログイン ページがユーザに送信
されます。ユーザが認定証に入力して、スイッチが認定証をサーバに送信します。

 • クライアント ID が有効で認証に成功した場合、スイッチがサーバから送信されたポリシー
を TCAM に記述します。

 • 認証に失敗すると、スイッチがログイン失敗を送信します。ユーザがログインを再試行し、
大ログイン試行回数を超過すると、ホストがウォッチ リストに配置されます。ウォッチ リ

ストのタイムアウト後、ユーザは認証プロセスを再試行することができます。

ホストがレイヤ 2 インターフェイスの ARP プローブに応答しなかったり、ホストがレイヤ 3 イン
ターフェイスでアイドル タイムアウト中に何らかのトラフィックを送信しない場合、スイッチが
クライアントを再認証します。

 • この機能は、ダウンロードされたタイムアウトやローカルに設定されたセッション タイムア
ウトに適用されます。

 • 終了処理が RADIUS の場合、この機能は Non Responsive Host（NRH; 非応答ホスト）要求を
サーバに送信します。終了アクションは、サーバからの応答に含まれています。

 • 終了アクションがデフォルトの場合、セッションが停止されて適用されたポリシーが削除さ
れます。

Web ベース認証の他の機能との相互作用

ここでは、Web ベース認証の以下の機能との相互作用について説明します。

 • ポート セキュリティ（p.53-4）
 • LAN ポート IP（p.53-4）
 • ゲートウェイ IP（p.53-4）
 • ACL（p.53-4）
 • コンテキスト ベースのアクセス制御（p.53-4）
 • 802.1x 認証（p.53-4）
 • EtherChannel（p.53-5）
 • スイッチオーバー（p.53-5）
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Web ベース認証の概要
ポート セキュリティ

同一ポート上で Web ベース認証とポート セキュリティを設定することができます（switchport 
port-security 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ポートにポート セ
キュリティを設定します）。ポート セキュリティおよび Web 認証をポートでイネーブルにする際
に、Web ベース認証がポートを認証し、ポート セキュリティでクライアントを含むすべての 
MAC アドレスのネットワーク アクセスを管理します。その後、ポートを介してネットワークに
アクセス可能なクライアント数またはクライアント グループを制限することができます。

ポート セキュリティをイネーブルにする場合の詳細については、「ポート セキュリティの設定」
（p.54-4）を参照してください。

LAN ポート IP
同一ポート上で LAN Port IP（LPIP; LAN ポート IP）とレイヤ 2 Web ベース認証を設定できます。

初に Web ベース認証を使用してホストが認証されて、その後 LPIP ポスチャ検証が実行されま
す。LPIP ホスト ポリシーは、Web ベース認証ホスト ポリシーを上書きします。

Web ベース認証アイドル タイマーの期限が満了した場合、NAC ポリシーが削除されます。ホス
トが認証され、再びポスチャを検証します。

ゲートウェイ IP
Web ベース認証が VLAN のスイッチ ポートに設定されている場合、レイヤ 3 VLAN インター
フェイス上にゲートウェイ IP を設定できません。

ゲートウェイ IP と同じレイヤ 3 インターフェイスで Web ベース認証を設定することができます。
両方の機能のホスト ポリシーがソフトウェアに適用されます。GWIP ポリシーは、Web ベース認
証ホスト ポリシーを上書きします。

ACL
VLAN ACL または Cisco IOS ACL をインターフェイス上に設定する場合、Web ベース認証ホスト 
ポリシーが適用されたあとに ACL がホスト トラフィックに適用されます。

レイヤ 2 Web ベース認証の場合、ポートに接続されたホストからの入力トラフィックのデフォル
ト アクセス ポリシーとしてポート ACL（PACL）を設定しなければなりません。認証後、Web 
ベース認証ホストポリシーは PACL を上書きします。

MAC ACL と Web ベース認証は同じインターフェイスに設定できません。

アクセス VLAN に設定済み VACL キャプチャのあるポート上に Web ベース認証は設定できませ
ん。

コンテキスト ベースのアクセス制御

Context-based Access Control（CBAC; コンテキストベース アクセス コントロール）がポート 
VLAN のレイヤ 3 VLAN インターフェイスに設定されている場合、Web ベース認証をレイヤ 2 
ポートに設定することはできません。

802.1x 認証

同一ポート上で Web ベース認証と 802.1x 認証を設定することはできません。
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Web ベース認証の設定 
EtherChannel
レイヤ 2 EtherChannel インターフェイス上に Web ベース認証を設定することができます。Web 
ベース認証設定はすべてのメンバチャネルに適用されます。

スイッチオーバー

RPR モードの冗長性の冗長スーパーバイザ エンジンを搭載した Catalyst 6500 シリーズ スイッチ
では、スイッチオーバーの発生時に、現在認証されているホストの情報がすべて失われます。す
べてのユーザは再認証する必要があります。

SSO モード冗長性を使用している場合、ip admission ha コマンドを入力してスタンバイ スーパー
バイザ エンジンとのホスト セッション テーブル同期をイネーブルにすることができます。IP ア
ドミッション ハイ アベイラビリティ機能がイネーブルの場合、スイッチオーバー発生時に確立
済みセッションの再検証は不要です。これらのホストはスイッチオーバー後でも中断しません。

Web ベース認証の設定
ここでは、Web ベース認証の設定方法を説明します。

 • デフォルトの Web ベース認証の設定（p.53-5）
 • Web ベース認証設定時の注意事項および制約事項（p.53-6）
 • Web ベース認証設定時の作業一覧（p.53-6）
 • 認証ルールとインターフェイスの設定（p.53-6）
 • AAA 認証の設定（p.53-7）
 • スイッチと RADIUS サーバ間の通信設定（p.53-8）
 • HTTP サーバの設定（p.53-9）
 • Web ベース認証のパラメータ設定（p.53-9）
 • Web ベース認証のキャッシュ エントリの削除（p.53-10）
 • Web ベース認証 SSO の設定（p.53-10）

デフォルトの Web ベース認証の設定

表 53-1 に、デフォルトの Web ベース認証の設定を示します。

表 53-1 デフォルトの Web ベース認証の設定 

機能 デフォルト設定

AAA ディセーブル

RADIUS サーバ

 • IP アドレス

 • UDP 認証ポート

 • キー

 • 指定なし

 • 1812

 • 指定なし

無活動タイムアウトのデフォルト値 3600 秒

無活動タイムアウト イネーブル
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Web ベース認証の設定
Web ベース認証設定時の注意事項および制約事項

以下は Web ベース認証の設定時の注意事項です。

 • Web ベースの認証は入力のみの機能です。

 • Web ベース認証はアクセス ポートにのみ設定可能で、トランク ポートには設定できません。

 • Web ベースを設定する前に、デフォルト ACL をインターフェイス上に設定する必要があり
ます。レイヤ 2 インターフェイスのポート ACL を設定するか、レイヤ 3 インターフェイスの 
Cisco IOS ACL を設定します。

 • レイヤ 2 インターフェイス上では、スタティック ARP キャッシュ割り当てのあるホストを認
証することができません。ARP メッセージを送信しないため、これらのホストは Web ベース
認証機能で検出されません。

 • スイッチ上で HTTP サーバを実行するためには、少なくとも 1 つの IP アドレスを指定する必
要があります。また、各ホストの IP アドレスに到達するためのルートを設定しなければなり
ません。HTTP サーバが HTTP ログイン ページをホストに送信します。

 • STP トポロジの変更によりホスト トラフィックが別のポートに到着した場合に、複数ホップ
離れているホストはトラフィックが中断する可能性があります。これは、レイヤ 2（STP）
トポロジ変更後に ARP および DHCP アップデートが送信されていない可能性があるためで
す。

 • Web ベース認証はダウンロード可能ホスト ポリシーとして VLAN 割り当てをサポートして
いません。

 • Web ベースの認証は IPv6 トラフィックをサポートしません。

 • Web ベース認証は、トランク ポート、EtherChannel メンバ ポート、またはダイナミック トラ
ンク ポートではサポートされません。

Web ベース認証設定時の作業一覧

Web ベース認証機能を設定するには、次の作業を行います。

 • 認証ルールとインターフェイスを設定します。

 • AAA パラメータを設定します。

 • TACACS または RADIUS サーバの各パラメータを設定します。

 • HTTP サーバを設定します。

 • Web ベースの認証パラメータを設定します。

認証ルールとインターフェイスの設定

Web ベースの認証を設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip admission name name proxy http Web ベース許可の認証ルールを設定します。

Router(config)# no ip admission name name 認証ルールを削除します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを開始し、Web ベース認証をイネーブルにす
る入力レイヤ 2 またはレイヤ 3 インターフェイス
を指定します。

ステップ 3 Router(config-if)# ip access-group name デフォルト ACL を適用します。
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Web ベース認証の設定 
次に、ポート FastEthernet 5/1 の Web ベース認証をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# ip admission name webauth1 proxy http
Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# ip admission webauth1
Router(config-if)# end

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show ip admission configuration
Authentication Proxy Banner not configured
Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication global init state time is 2 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled

Authentication Proxy Rule Configuration
 Auth-proxy name webauth1
    http list not specified inactivity-time 60 minutes

Authentication Proxy Auditing is disabled
Max Login attempts per user is 5

AAA 認証の設定

Web ベース認証をイネーブルにするには、AAA をイネーブルにして認証方式を指定する必要が
あります。次の作業を行います。

ステップ 4 Router(config-if)# ip admission name 指定したインターフェイスで Web ベース認証を
設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 7 Router# show ip admission configuration 設定を表示します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# aaa new-model AAA 機能をイネーブルにします。

Router(config)# no aaa new-model AAA 機能をディセーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# aaa authentication login default 
group {tacacs | radius}

ログイン時の認証方式のリストを定義します。

ステップ 3 Router(config)# aaa authorization auth-proxy 
default group {tacacs | radius}

Web ベース許可の許可方式リストを作成します。

ステップ 4 Router(config)# no aaa authentication auth-proxy 
default group {tacacs | radius}

設定されている方式リストを消去します。

ステップ 5 Router(config)# tacacs-server host host name AAA サーバを指定します。RADIUS サーバの場
合は、「スイッチと RADIUS サーバ間の通信設
定」（p.53-8）を参照してください。

ステップ 6 Router(config)# tacacs-server key スイッチと TACACS サーバとの間で使用される
認証キーおよび暗号キーを設定します。
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Web ベース認証の設定
次に、AAA をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# aaa new-model
Router(config)# aaa authentication login default group tacacs+
Router(config)# aaa authorization auth-proxy default group tacacs+
Router(config-if)# end

スイッチと RADIUS サーバ間の通信設定 
RADIUS セキュリティ サーバは、次のいずれかによって識別されます。

 • ホスト名

 • ホスト IP アドレス

 • ホスト名と特定の UDP ポート番号

 • IP アドレスと特定の UDP ポート番号

IP アドレスと UDP ポート番号の組み合わせによって、一意の ID が作成され、同一 IP アドレスの
サーバ上にある複数の UDP ポートに RADIUS 要求を送信できるようになります。同じ RADIUS 
サーバ上の異なる 2 つのホスト エントリに同じサービス（例えば認証など）を設定した場合、2 
番めに設定されたホスト エントリは、 初に設定されたホスト エントリのフェールオーバー 
バックアップとして機能します。RADIUS ホスト エントリは、設定した順序に従って選択されま
す。

RADIUS サーバ パラメータを設定するには、次の作業を行います。

RADIUS サーバ パラメータを設定する場合、次の点に注意してください。

 • hostname または ip_address には、リモート RADIUS サーバのホスト名または IP アドレスを指
定します。

 • 別のコマンドラインには、key string を指定します。

 • key string には、スイッチと RADIUS サーバ上で動作する RADIUS デーモンとの間で使用す
る認証キーおよび暗号キーを指定します。キーは、RADIUS サーバで使用する暗号キーに一
致するテキスト ストリングでなければなりません。

 • key string を指定する場合、キーの途中および末尾のスペースが利用されます。キーにスペー
スを使用する場合は、引用符がキーの一部分である場合を除き、引用符でキーを囲まないで
ください。キーは RADIUS デーモンで使用する暗号に一致している必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip radius source-interface 
interface_name 

RADIUS パケットが、指定されたインターフェイ
スの IP アドレスを含むように指定します。

Router(config)# no ip radius source-interface RADIUS パケットが、以前に指定されたインター
フェイスの IP アドレスを含まないようにします。

ステップ 2 Router(config)# radius-server host {hostname | 
ip_address}

スイッチに RADIUS サーバ ホスト名または IP ア
ドレスを設定します。

複数の RADIUS サーバを使用する場合は、この
コマンドを再度入力します。

Router(config)# no radius-server host {hostname | 
ip_address}

指定した RADIUS サーバを削除します。

ステップ 3 Router(config)# radius-server key string スイッチと、RADIUS サーバ上で動作する 
RADIUS デーモンとの間で使用する、認証キーお
よび暗号キーを設定します。
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Web ベース認証の設定 
 • radius-server host 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、タイムアウト、
再送信回数、暗号キーの値を、すべての RADIUS サーバにグローバルに設定できます。これ
らのオプションをサーバ単位で設定するには、radius-server timeout、radius-server 
retransmit、および radius-server key 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。詳細については、次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide』 Release 12.2、

『Cisco IOS Security Command Reference』Release 12.2 を参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/index.htm

（注） RADIUS サーバ上でも、いくつかの値を設定する必要があります。これらの設定値としては、ス
イッチの IP アドレス、およびサーバとスイッチの双方で共有するキー ストリングがあります。
詳細については、RADIUS サーバのマニュアルを参照してください。

次に、スイッチで RADIUS サーバ パラメータを設定する例を示します。

Router(config)# ip radius source-interface Vlan80
Router(config)# radius-server host 172.l20.39.46
Router(config)# radius-server key rad123

HTTP サーバの設定

Web ベース認証を使用するには、HTTP サーバをイネーブルにする必要があります。サーバをイ
ネーブルにするには、次の作業を行います。

Web ベース認証のパラメータ設定

タイムアウト期間を手動で指定したり、RADIUS サーバで指定されたセッションタイムアウト期
間を使用することができます。

Web ベースの認証パラメータを設定するには、次の作業を行います。

次に、再認証試行の間隔を 4,000 秒に設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/1
Router(config-if)# ip auth-proxy inactivity-timer 4000

コマンド 目的

ステップ 1 Router# ip http server HTTP サーバをイネーブルにします。Web ベース
認証機能では、HTTP サーバを使用してユーザ認
証用のホストと通信します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip admission inactivity-timer min 無活動タイマーを設定します。

ステップ 2 Router(config)# ip admission max-login-attempts 
numb

失敗ログイン試行の 大数を設定します。

ステップ 3 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 Router# show ip admission configuration 認証プロキシ設定を表示します。

ステップ 5 Router# show ip admission cache 認証エントリのリストを表示します。
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Web ベース認証の設定
Web ベース認証のキャッシュ エントリの削除

既存セッション エントリを削除するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/1 に接続されているクライアントに対する Web ベース認証セッション
を削除する例を示します。

Router# clear ip auth-proxy interface fastethernet 5/1

Web ベース認証 SSO の設定

Web ベース認証を設定して、スタンバイ スーパーバイザ エンジンとセッション情報を同期させ
ることができます。これにより、Stateful Switchover（SSO）でユーザ許可が保持されます。

（注） ip admission ha コマンドは、Web ベース認証機能と NAC 機能をイネーブルにします。NAC の詳
細については、第 51 章「NAC の設定」を参照してください。

IP アドミッション SSO を設定するには、次の作業を実行します。

（注） アクティブな Web ベース認証または ポスチャ検証セッションがある場合、IP アドミッション ハ
イ アベイラビリティ機能をイネーブルにすることはできません。

IP アドミッション ハイ アベイラビリティをディセーブルにするには、no ip admission ha コン
フィギュレーション コマンドを使用します。

次に、IP アドミッション ハイ アベイラビリティを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Router(config)# ip admission ha

コマンド 目的

ステップ 1 Router# clear ip auth-proxy {* | host ip address} 認証プロキシ エントリを削除します。すべての
キャッシュ エントリを削除するにはアスタリス
クを使用します。単一ホストのエントリを削除す
るには、特定の IP アドレスを入力します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# ip admission ha IP アドミッション ハイ アベイラビリティをイ
ネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# ip admission ha update 
update_interval

アクティブ スーパーバイザ エンジンが同期アッ
プデートをスタンバイに送信する頻度を定義しま
す。

インターバルは 30 ～ 60 秒の範囲です。

ステップ 4 Router(config)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 5 Router# show ip admission ha stats セッション同期に関連した統計を表示します。

ステップ 6 Router# clear ip admission ha stats （任意）セッション同期に関連した統計を表示し
ます。
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Web ベース認証ステータスの表示 
Router(config)# ip admission ha update 50
Router(config)# end
Router(config)# clear ip admission ha stats
Router(config-identity-prof)# show ip admission ha stats

Web ベース認証ステータスの表示
すべてのインターフェイスまたは特定のポートの Web ベース認証設定を表示するには、次の作
業を行います。

次に、グローバル Web ベース認証ステータスのみを表示する例を示します。

Router# show fm ip-admission l2http all

次に、インターフェイス GigabitEthernet 3/27 の Web ベース認証を表示する例を示します。

Router# show fm ip-admission l2http interface gigabitethernet 3/27

この出力に表示されるフィールドの詳細については、『Cisco IOS Software Releases 12.2SX 
Command References』を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show fm ip-admission l2http [all | 
interface type1 slot/port] 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

Web ベース認証設定を表示します。

（任意）all キーワードを使用して、Web ベース認
証を使用するすべてのインターフェイスを表示し
ます。

（任意）interface キーワードを使用して、特定の
インターフェイスの Web ベース認証設定を表示
します。
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Web ベース認証ステータスの表示
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C H A P T E R54

ポート セキュリティの設定

この章では、ポート セキュリティ機能を設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • ポート セキュリティの概要（p.54-1）
 • ポート セキュリティのデフォルト設定（p.54-3）
 • ポートセキュリティに関する注意事項および制約事項（p.54-3）
 • ポート セキュリティの設定（p.54-4）
 • ポート セキュリティ設定の表示（p.54-12）

ポート セキュリティの概要
ここでは、ポート セキュリティについて説明します。

 • ダイナミックに学習される MAC アドレスとスタティック MAC アドレスによるポート セ
キュリティ（p.54-1）

 • sticky MAC アドレスによるポート セキュリティ（p.54-2）

ダイナミックに学習される MAC アドレスとスタティック MAC アド
レスによるポート セキュリティ

ダイナミックに学習される MAC（メディア アクセス制御）アドレス、およびスタティック MAC 
アドレスを使用したポート セキュリティでは、ポートへのトラフィック送信を許可する MAC ア
ドレスを制限できるので、入力トラフィックを制限できます。セキュア ポートにセキュア MAC 
アドレスを割り当てると、ポートは、定義されたアドレス グループ以外の送信元アドレスを持つ
入力トラフィックを転送しません。セキュア MAC アドレスの数を 1 つに制限し、単一のセキュ
ア MAC アドレスを割り当てると、そのポートに接続されている装置はそのポートの全帯域を使
用できます。
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ポート セキュリティの概要
セキュリティ違反は、次のいずれかの状況で発生します。

 • セキュア ポートでセキュア MAC アドレスの 大数に達したあと、入力トラフィックの送信
元 MAC アドレスが、識別されたどのセキュア MAC アドレスとも異なる場合は、設定済みの
違反モードが適用されます。

 • あるセキュア ポートで設定または学習されたセキュア MAC アドレスを持つトラフィックが、
同一 VLAN 内の別のセキュア ポートにアクセスしようとすると、設定された違反モードが
適用されます。

（注） あるセキュア ポートでセキュア MAC アドレスが設定または学習されたあと、同じ 
VLAN 内の別のポート上でこのセキュア MAC アドレスが検出された場合に発生する
一連のイベントを、MAC の移行違反と呼びます。

違反モードの詳細情報については、「ポートでのポート セキュリティ違反モードの設定」
（p.54-6）を参照してください。

ポートでセキュア MAC アドレスの 大数を設定したあと、セキュア アドレスは、次のいずれか
の方法でアドレス テーブルに組み込まれます。

 • すべてのセキュア MAC アドレスを、switchport port-security mac-address mac_address イン
ターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してスタティックに設定できます。

 • 接続されている装置の MAC アドレスによって、ポートがセキュア MAC アドレスをダイナ
ミックに設定するように指定できます。

 • 多数のアドレスをスタティックに設定し、残りのアドレスはダイナミックに設定されるよう
に指定できます。

ポートがリンクダウン状態になると、ダイナミックに学習されたアドレスはすべて削除されま
す。

ブートアップ、リロード、またはリンクダウン状態のあとは、ポートが入力トラフィックを受信
するまで、ダイナミックに学習された MAC アドレスはアドレス テーブルに書き込まれません。

大数のセキュア MAC アドレスがアドレス テーブルに追加された時点で、アドレス テーブルに
はない MAC アドレスからのトラフィックをポートが受信すると、セキュリティ違反となります。

ポートの違反モードとして、protect、restrict、または shutdown のいずれかを設定できます。
「ポート セキュリティの設定」（p.54-4）を参照してください。

アドレスの 大数を 1 に設定し、接続された装置の MAC アドレスを設定すると、その装置には
ポートの全帯域幅が保証されます。

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティ

sticky MAC アドレスを使用するポート セキュリティには、スタティック MAC アドレスによる
ポート セキュリティと同様の多数の利点がありますが、さらに、sticky MAC アドレスはダイナ
ミックに学習できます。sticky MAC アドレスを使用したポート セキュリティでは、リンクダウ
ン状態の発生中も、ダイナミックに学習された MAC アドレスを維持します。

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティでは、write memory または copy running-config 
startup-config コマンドを実行すると、ダイナミックに学習された MAC アドレスは startup-config 
ファイルに保存されます。したがって、ブートアップ後または再起動後に、ポートが入力トラ
フィックからアドレスを学習する必要がありません。
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ポート セキュリティのデフォルト設定 
ポート セキュリティのデフォルト設定
表 54-1 に、インターフェイス用のデフォルトのポート セキュリティ設定を示します。

ポートセキュリティに関する注意事項および制約事項
ポート セキュリティを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

 • errdisable ステートのセキュア ポートを、デフォルトのポート セキュリティ設定によって回
復するには、errdisable recovery cause shutdown グローバル コンフィギュレーション コマン
ドを入力します。または、shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュ
レーション コマンドを入力して、このセキュア ポートを手動で再びイネーブルに戻すことも
できます。

 • ダイナミックに学習されたすべてのセキュア アドレスを消去するには、clear port-security 
dynamic グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。構文の詳細について
は、Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References を参照してください。

 • 無許可の MAC アドレスは、特定のビット セットとともに学習されます。このビット セット
により、このアドレスから送信されるトラフィック、およびこのアドレス宛てに送信される
トラフィックはいずれもドロップされます。show mac-address-table コマンドを使用すると、
無許可の MAC アドレスを表示できますが、ビット ステートは表示されません。

（CSCeb76844）
 • sticky MAC アドレスがダイナミックに学習されたあとに、このアドレスを保持して、ブート

アップまたはリロード後にポートに設定されるようにするには、write memory または copy 
running-config startup-config コマンドを入力して、アドレスを startup-config ファイルに保存
する必要があります。

 • ポート セキュリティはプライベート VLAN（PVLAN）ポートです。

 • ポート セキュリティは IEEE 802.1Q トンネル ポートをサポートします。

 • ポート セキュリティでは、Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）宛
先ポートはサポートされません。

 • ポート セキュリティでは、EtherChannel のポート チャネル インターフェイスはサポートされ
ません。

 • ポート セキュリティおよび 802.1X ポート ベースの認証は、同一ポート上には設定できませ
ん。

 – セキュア ポートで 802.1X ポート ベース認証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、このポートで 802.1X ポート ベース認証はイネーブルになりませ
ん。

 – 802.1X ポート ベース認証用に設定したポートでポート セキュリティ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、このポートでポート セキュリティはイネー
ブルになりません。

表 54-1 ポート セキュリティのデフォルト設定 

機能 デフォルト設定

ポート セキュリティ ディセーブル

セキュア MAC アドレスの 大数 1

違反モード shutdown。セキュア MAC アドレスが 大数を超過
した場合、ポートはシャットダウンし、SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップ通知
が送信されます。
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ポート セキュリティの設定
 • ポート セキュリティは、非交渉トランクをサポートしています。

 – ポート セキュリティは、次のコマンドで設定したトランクのみをサポートします。

switchport  
switchport trunk encapsulation  
switchport mode trunk  
switchport nonegotiate

 – セキュア アクセス ポートをトランクとして再設定すると、アクセス VLAN でダイナミッ
クに学習された、このポートのすべての sticky およびスタティック セキュア アドレス
が、トランクのネイティブ VLAN 上の sticky およびスタティック セキュア アドレスに変
換されます。アクセス ポートの音声 VLAN では、すべてのセキュア アドレスが削除され
ます。

 – セキュア トランクをアクセス ポートとして再設定すると、ネイティブ VLAN で学習され
たすべての sticky およびスタティック アドレスは、アクセス ポートのアクセス VLAN で
学習されたアドレスに変換されます。ネイティブ VLAN 以外の VLAN で学習されたすべ
てのアドレスは削除されます。

（注） ポート セキュリティでは、IEEE 802.1Q トランクおよび ISL（スイッチ間リンク）ト
ランク双方に対し、switchport trunk native vlan コマンドで設定した VLAN ID が使用
されます。

ポート セキュリティの設定
ここでは、ポート セキュリティを設定する手順について説明します。

 • ポート セキュリティのイネーブル化（p.54-4）
 • ポートでのポート セキュリティ違反モードの設定（p.54-6）
 • ポート セキュリティのレート リミッタの設定（p.54-7）
 • セキュア MAC アドレスの 大数をポートに設定（p.54-8）
 • sticky MAC アドレスによるポート セキュリティのポートでのイネーブル化（p.54-9）
 • スタティック セキュア MAC アドレスのポートでの設定（p.54-10）
 • ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング設定（p.54-11）

ポート セキュリティのイネーブル化

ここでは、ポート セキュリティをイネーブル化する手順について説明します。

 • トランクでのポート セキュリティのイネーブル化（p.54-4）
 • アクセス ポートでのポート セキュリティのイネーブル化（p.54-5）

トランクでのポート セキュリティのイネーブル化

ポート セキュリティは、非交渉トランクをサポートしています。

注意 セキュア アドレス数はデフォルトで 1 であり、違反に対するデフォルト アクションはポートの
シャットダウンであるため、トランクでポート セキュリティをイネーブルにする前に、このポー
トのセキュア MAC アドレスの 大数を設定します（「セキュア MAC アドレスの 大数をポート
に設定」[p.54-8] を参照）。
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ポート セキュリティの設定 
トランクでポート セキュリティをイネーブルにするには、次の作業を行います。

次の例は、ポート FastEthernet 5/36 を非交渉トランクとして設定し、ポート セキュリティをイ
ネーブルにする方法を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/36 
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport mode trunk 
Router(config-if)# switchport nonegotiate 
Router(config-if)# switchport port-security 
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/36 | include Port 
Security 
Port Security              : Enabled

アクセス ポートでのポート セキュリティのイネーブル化

アクセス ポートでポート セキュリティをイネーブルにするには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport ポートをレイヤ 2 ポートとして設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport trunk encapsulation 
{isl | dot1q} 

カプセル化を設定して、レイヤ 2 スイッチング 
ポートを ISL または 802.1Q トランクとして設定
します。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport mode trunk 無条件にポートをトランクに設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# switchport nonegotiate DTP を使用しないようにトランクを設定します。

ステップ 6 Router(config-if)# switchport port-security トランクでポート セキュリティをイネーブルに
します。

Router(config-if)# no switchport port-security トランクでポート セキュリティをディセーブル
にします。

ステップ 7 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include Port Security 

設定を確認します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 設定する LAN ポートを選択します。

（注） ポートはトンネル ポートまたは PVLAN 
ポートのいずれかが可能です。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport ポートをレイヤ 2 ポートとして設定します。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport mode access ポートをレイヤ 2 アクセス ポートとして設定し
ます。

（注） デフォルト モード（dynamic desirable）の
ポートは、セキュア ポートとして設定で
きません。
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ポート セキュリティの設定
次に、ポート FastEthernet 5/12 でポート セキュリティをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport mode access
Router(config-if)# switchport port-security
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Port 
Security
Port Security              : Enabled

ポートでのポート セキュリティ違反モードの設定

ポートでポート セキュリティの違反モードを設定するには、次の作業を行います。

ポート セキュリティの違反モードを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • protect — 大値を下回るようにセキュア MAC アドレスを削除するまで、送信元アドレスが
不明なパケットをドロップします。

 • restrict — 大値を下回るようにセキュア MAC アドレスを削除するまで、送信元アドレスが
不明なパケットをドロップして、セキュリティ違反カウンタを増やします。

 • shutdown — インターフェイスをただちに errdisable ステートにし、SNMP トラップ通知を送
信します。

（注） • errdisable ステートからセキュア ポートを回復するには、errdisable recovery cause 
violation_mode グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。または、
shutdown および no shut down インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力し
て、手動でセキュア ポートを再びイネーブルに戻すことができます。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport port-security ポートのポート セキュリティをイネーブルにし
ます。

Router(config-if)# no switchport port-security ポートのポート セキュリティをディセーブルに
します。

ステップ 5 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include Port Security 

設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security 
violation {protect | restrict | shutdown} 

（任意）違反モード、およびセキュリティ違反が
検出されたときのアクションを設定します。

Router(config-if)# no switchport port-security 
violation 

デフォルト設定（shutdown）に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include 
violation_mode2 

2. violation_mode = protect、restrict、または shutdown

設定を確認します。
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ポート セキュリティの設定 
 • CPU 使用率の過度な上昇を防止するため、protect または restrict 違反モードを設定する場合
は、パケットドロップレート リミッタを設定してください（「ポート セキュリティのレート 
リミッタの設定」[p.54-7] を参照）。

次の例では、ポート FastEthernet 5/12 のセキュリティ違反モードを protect に設定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/12
Router(config-if)# switchport port-security violation protect 
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Protect
Violation Mode             : Protect

次の例では、ポート FastEthernet 5/12 のセキュリティ違反モードを restrict に設定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/12
Router(config-if)# switchport port-security violation restrict 
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Restrict
Violation Mode             : Restrict

ポート セキュリティのレート リミッタの設定

（注） truncated スイッチング モードでは、ポート セキュリティ レート リミッタはサポートされません。

ポート セキュリティはセキュア ポートで受信されたすべてのトラフィックを調べ、違反を検出
し、新たなセキュア MAC アドレスを認識します。shutdown 違反モードを設定した場合は、違反
が検出されたあとはトラフィックはセキュア ポートに入力できません。この結果、違反によって 
CPU に過剰な負荷がかかることがありません。

protect または restrict 違反モードを設定した場合は、違反が発生したあともポート セキュリティ
によるトラフィック処理は続行され、その結果 CPU の負荷が高まる可能性があります。protect 
または restrict 違反モードを設定した場合は、過剰な負荷から CPU を保護するため、ポート セ
キュリティ レート リミッタを設定してください。

ポート セキュリティ レート リミッタを設定するには、次の作業を行います。

ポート セキュリティ レート リミッタを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • rate_in_pps 値に関する注意事項：

 – 有効値の範囲は 10 ～ 1,000,000（1000000 と入力）です。

 – デフォルト値はありません。

 – 設定値が低いほど、CPU の保護が強化されます。レート リミッタは、セキュリティ違反
の発生前と発生後の両方でトラフィックに適用されます。正規のトラフィックがポート 
セキュリティ機能に到達できるように、適度な高さの値を設定するようにしてください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls rate-limit layer2 
port-security rate_in_pps [burst_size] 

ポート セキュリティ レート リミッタを設定しま
す。

Router(config)# no mls rate-limit layer2 
port-security 

デフォルト設定に戻します。

ステップ 2 Router(config)# do show mls rate-limit | include 
PORTSEC 

設定を確認します。
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 – 1,000（1000 と入力）未満の値は、十分な保護を提供できます。

 • burst_size 値に関する注意事項：

 – 有効値の範囲は 1 ～ 255 です。

 – デフォルト値は 10 です。

 – デフォルト値で、十分な保護を提供できます。

次に、ポート セキュリティ レート リミッタを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls rate-limit layer2 port-security 1000 
Router(config)# end 

次に、設定を確認する例を示します。

Router# show mls rate-limit | include PORTSEC 
LAYER_2 PORTSEC   On               1000       1  Not sharing

セキュア MAC アドレスの最大数をポートに設定

セキュア MAC アドレスの 大数をポートに設定するには、次の作業を行います。

セキュア MAC アドレスの 大数をポートに設定する場合は、次の点に注意してください。

 • number_of_addresses の範囲は 1 ～ 4,097 です。

 • ポート セキュリティは、トランクをサポートしています。

 – トランクでは、トランクおよびトランク上のすべての VLAN に対し、セキュア MAC ア
ドレスの 大数を設定できます。

 – セキュア MAC アドレスの 大数は、1 つの VLAN、または 特定の VLAN 範囲に対して
設定できます。

 – 特定の VLAN 範囲を指定するには、複数組の VLAN 番号をダッシュ（-）でつなげて指
定します。

 – 複数の VLAN 番号をカンマで区切って入力することも、一組の VLAN 番号をダッシュで
つなげて入力することもできます。

次の例では、ポート FastEthernet 5/12 に対し、セキュア MAC アドレスの 大数を 64 に設定しま
す。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 3/12
Router(config-if)# switchport port-security maximum 64 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security 
maximum number_of_addresses vlan {vlan_ID | 
vlan_range} 

ポートに対し、セキュア MAC アドレスの 大数
を設定します（デフォルトは 1）。

（注） VLAN ごとの設定は、トランクのみでサ
ポートされます。

Router(config-if)# no switchport port-security 
maximum 

デフォルト設定に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include Maximum 

設定を確認します。
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Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Maximum
Maximum MAC Addresses      : 64

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティのポートでのイネー
ブル化

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティをポートでイネーブルにするには、次の作業を
行います。

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティをイネーブルにする場合は、次の点に注意して
ください。

 • switchport port-security mac-address sticky コマンドを入力すると、次のようになります。

 – ポートでダイナミックに学習されたすべてのセキュア MAC アドレスは、sticky セキュア 
MAC アドレスに変換されます。

 – スタティックなセキュア MAC アドレスは、sticky MAC アドレスに変換されません。

 – 音声 VLAN でダイナミックに学習されたセキュア MAC アドレスは、sticky MAC アドレ
スに変換されません。

 – ダイナミックに学習された新規のセキュア MAC アドレスは、sticky アドレスとなりま
す。

 • no switchport port-security mac-address sticky コマンドを入力すると、ポート上のすべての 
sticky セキュア MAC アドレスは、ダイナミックなセキュア MAC アドレスに変換されます。

 • sticky MAC アドレスがダイナミックに学習されたあとに、このアドレスを保存して、ブート
アップまたはリロード後にポートに設定されるようにするには、write memory または copy 
running-config startup-config コマンドを入力して、アドレスを startup-config ファイルに保存
する必要があります。

次の例は、sticky MAC アドレスによるポート セキュリティをポート FastEthernet 5/12 でイネーブ
ルにします。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security 
mac-address sticky 

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティ
をポートでイネーブルにします。

Router(config-if)# no switchport port-security 
mac-address sticky 

sticky MAC アドレスによるポート セキュリティ
をポートでディセーブルにします。
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スタティック セキュア MAC アドレスのポートでの設定

スタティック セキュア MAC アドレスをポートに設定するには、次の作業を行います。

スタティック セキュア MAC アドレスをポートに設定する場合は、次の点に注意してください。

 • sticky MAC アドレスによるポート セキュリティをイネーブルにしている場合に、sticky セ
キュア MAC アドレスを設定できます（「sticky MAC アドレスによるポート セキュリティの
ポートでのイネーブル化」[p.54-9] を参照）。

 • switchport port-security maximum コマンドでポートに設定するセキュア MAC アドレスの
大数により、設定可能なセキュア MAC アドレスの数が定義されます。

 • 大数より少ないセキュア MAC アドレスを設定すると、残りの MAC アドレスはダイナミッ
クに学習されます。

 • ポート セキュリティがトランクでサポートされています。

 – トランクでは、VLAN 内でスタティック セキュア MAC アドレスを設定できます。

 – トランクでは、スタティック セキュア MAC アドレスに対応するように VLAN を設定し
ていない場合、このアドレスは switchport trunk native vlan コマンドで設定した VLAN で
セキュアとなります。

次に、ポート FastEthernet 5/12 で MAC アドレス 1000.2000.3000 をセキュア アドレスとして設定
し、その設定を確認する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12
Router(config-if)# switchport port-security mac-address 1000.2000.3000
Router(config-if)# end 
Router# show port-security address
          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type                Ports
----    -----------       ----                -----
   1    1000.2000.3000    SecureConfigured     Fa5/12

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security 
mac-address [sticky] mac_address [vlan vlan_ID] 

ポートに対し、スタティック MAC アドレスをセ
キュア アドレスとして設定します。

（注） VLAN ごとの設定は、トランクのみでサ
ポートされます。

Router(config-if)# no switchport port-security 
mac-address [sticky] mac_address 

ポートからスタティック セキュア MAC アドレス
を消去します。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 4 Router# show port-security address 設定を確認します。
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ポート セキュリティの設定 
ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング設定

absolute キーワードを使用してエージング タイプを設定すると、ダイナミックに学習されるすべ
てのセキュア アドレスは、エージング タイムを過ぎると期限切れとなります。inactivity キー
ワードを使用してエージング タイプを設定すると、エージング タイムは、ダイナミックに学習
されたすべてのセキュア アドレスが期限切れとなるまでの非アクティブ期間として定義されま
す。

（注） スタティック セキュア MAC アドレスおよび sticky セキュア MAC アドレスは、期限切れとなり
ません。

ここでは、ポートでセキュア MAC アドレスのエージングを設定する方法について説明します。

 • ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング タイプの設定（p.54-11）
 • ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング タイムの設定（p.54-12）

ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング タイプの設定

セキュア MAC アドレスのエージング タイムをポートに設定することができます。セキュア 
MAC アドレスのエージング タイプをポートに設定するには、次の作業を行います。

次に、ポート FastEthernet 5/12 のエージング タイプを inactivity に設定する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# switchport port-security aging type inactivity 
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Type
Aging Type                 : Inactivity

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security aging 
type {absolute | inactivity}

セキュア MAC アドレスのエージング タイプを
ポートに設定します（デフォルトは absolute）。 

Router(config-if)# no switchport port-security 
aging type 

デフォルトの MAC アドレス エージング タイプ
に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include Time 

設定を確認します。
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ポート セキュリティ設定の表示
ポートでのセキュア MAC アドレスのエージング タイムの設定

セキュア MAC アドレスのエージング タイムをポートに設定するには、次の作業を行います。

次の例では、ポート FastEthernet 5/1 に対し、セキュア MAC アドレスのエージング タイムを 2 時
間（120 分）に設定します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# interface fastethernet 5/1 
Router(config-if)# switchport port-security aging time 120 
Router(config-if)# do show port-security interface fastethernet 5/12 | include Time
Aging Time                 : 120 mins

ポート セキュリティ設定の表示
ポート セキュリティ設定を表示するには、次のコマンドを入力します。

ポート セキュリティ設定を表示する場合は、次の点に注意してください。

 • ポート セキュリティでは、vlan キーワードはトランクのみでサポートされます。

 • address キーワードを使用してセキュア MAC アドレスを表示すると、各アドレスのエージン
グ情報（スイッチに対するグローバル情報、またはインターフェイスごとの情報）が表示さ
れます。

 • 次の値が表示されます。

 – 各インターフェイスで許可されるセキュア MAC アドレスの 大数

 – インターフェイスに設定されたセキュア MAC アドレスの数

 – 発生したセキュリティ違反の数

 – 違反モード

次に、インターフェイスを入力しない場合の show port-security コマンドの出力例を示します。

Router# show port-security
Secure Port      MaxSecureAddr  CurrentAddr  SecurityViolation  Security
Action
                    (Count)        (Count)      (Count)

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# switchport port-security aging 
time aging_time 

セキュア MAC アドレスのエージング タイムを
ポートに設定します。aging_time の有効範囲は 1 
～ 1440 分です（デフォルトは 0）。

Router(config-if)# no switchport port-security 
aging time 

セキュア MAC アドレスのエージング タイムを
ディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# do show port-security 
interface type1 slot/port | include Time 

設定を確認します。

コマンド 目的

Router# show port-security [interface {{vlan vlan_ID} 
| {type1 slot/port}}] [address] 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

スイッチまたは指定のインターフェイスに対するポート 
セキュリティ設定を表示します。
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ポート セキュリティ設定の表示 
----------------------------------------------------------------------------

     Fa5/1           11            11            0            Shutdown
     Fa5/5           15            5             0            Restrict
     Fa5/11          5             4             0            Protect
----------------------------------------------------------------------------

Total Addresses in System: 21
Max Addresses limit in System: 128

次に、特定のインターフェイスに対する show port-security コマンドの出力例を示します。

Router# show port-security interface fastethernet 5/1
Port Security: Enabled
Port status: SecureUp
Violation mode: Shutdown
Maximum MAC Addresses: 11
Total MAC Addresses: 11
Configured MAC Addresses: 3
Aging time: 20 mins
Aging type: Inactivity
SecureStatic address aging: Enabled
Security Violation count: 0

次に、show port-security address 特権 EXEC コマンドの出力例を示します。

Router# show port-security address
          Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age
                                                         (mins)
----    -----------       ----                -----   -------------
   1    0001.0001.0001    SecureDynamic       Fa5/1      15 (I)
   1    0001.0001.0002    SecureDynamic       Fa5/1      15 (I)
   1    0001.0001.1111    SecureConfigured    Fa5/1      16 (I)
   1    0001.0001.1112    SecureConfigured    Fa5/1      -
   1    0001.0001.1113    SecureConfigured    Fa5/1      -
   1    0005.0005.0001    SecureConfigured    Fa5/5      23
   1    0005.0005.0002    SecureConfigured    Fa5/5      23
   1    0005.0005.0003    SecureConfigured    Fa5/5      23
   1    0011.0011.0001    SecureConfigured    Fa5/11     25 (I)
   1    0011.0011.0002    SecureConfigured    Fa5/11     25 (I)
-------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System: 10
Max Addresses limit in System: 128
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ポート セキュリティ設定の表示
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NetFlow の設定

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX で NetFlow 統計情報収集を設定する方法について説
明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL の『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netflow/command/reference/nf_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1838/tsd_products_support_series_home.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • NetFlow の概要（p.55-1）
 • デフォルトの NetFlow 設定（p.55-6）
 • NetFlow 設定時の注意事項および制約事項（p.55-6）
 • NetFlow の設定（p.55-7）

NetFlow の概要
NetFlow 機能は、スイッチを通って流れるパケットに関するトラフィック統計情報を収集し、
NetFlow テーブルに統計情報を保存します。いくつかの機能は NetFlow テーブルの統計情報を使
用し、その統計情報は NetFlow Data Export（NDE）機能を使用してエクスポートできます。

以下で NetFlow についての追加情報を説明しています。

 • NetFlow の概要（p.55-2）
 • PFC での NetFlow（p.55-2）
 • RP での NetFlow（p.55-5）
 • NetFlow 機能（p.55-5）
55-1
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NetFlow の概要
NetFlow の概要

NetFlow 機能は、スイッチを通って流れるパケットに関するトラフィック統計情報を収集し、
NetFlow テーブルに統計情報を保存します。ルート プロセッサ（RP）上の NetFlow テーブルは、
ソフトウェアでルーティングされるフローの統計情報をキャプチャし、PFC（および各 DFC）上
の NetFlow テーブルは、ハードウェアでルーティングされるフローの統計情報をキャプチャしま
す。

一部の機能は、NetFlow テーブルを使用します。ネットワーク アドレス変換（NAT）などの機能
は、NetFlow を使用して、転送結果を変更します。他の機能（QoS [Quality of Service] マイクロフ
ロー ポリシングなど）は、NetFlow テーブルの統計情報を使用して、QoS ポリシーを適用しま
す。NDE 機能は、（NetFlow コレクタと呼ばれる）外部デバイスに統計情報をエクスポートする
機能を提供します。

PFC3A モードでは、NetFlow はルーティングされたトラフィックの統計情報だけを収集します。
他の PFC では、ルーティングされたトラフィックとブリッジされたトラフィックの両方の統計情
報を収集するように NetFlow を設定できます。

大量の統計情報を収集してエクスポートすると、スイッチ プロセッサ（SP）および RP の CPU 
使用率に多大な影響を与えることがあるため、NetFlow には、統計情報量を制御するためのオプ
ションが用意されています。これらのオプションには、次のようなものがあります。

 • NetFlow フロー マスクは、測定するフローの細かさを決定します。非常に固有性の高いフ
ロー マスクは、エクスポートするための多数の NetFlow テーブル エントリおよび大量の統計
情報を生成します。固有性の低いフロー マスクは、トラフィック統計情報を少数の NetFlow 
テーブル エントリに集約し、生成する統計情報の量も少なくなります。

 • インターフェイス単位の NetFlow により、レイヤ 3 インターフェイス上での NetFlow データ
収集をイネーブルまたはディセーブルにできます。

 • NetFlow フロー サンプリングは、フロー内のサブセットのデータをエクスポートしますが、
これによってエクスポートされる統計情報量を大幅に減らすことができます。NetFlow フ
ロー サンプリングが、収集される統計情報の量を減らすことはありません。

 • NetFlow アグリゲーションにより、エクスポートする前に収集した統計情報が結合されます。
集約により、エクスポートするレコードの量は減りますが、収集する統計情報の量は減りま
せん。NetFlow アグリゲーションにより、SP の CPU 使用率が増え、コレクタが使用できる
データが減ります。NetFlow アグリゲーションは、NetFlow バージョン 8 を使用します。

NetFlow は 3 つの設定可能タイマーを定義し、テーブルから削除できる失効フローを識別します。
NetFlow は、失効エントリを削除し、新しいエントリのためにテーブルのスペースをクリアしま
す。

PFC での NetFlow
PFC の NetFlow テーブルは、ハードウェアでルーティングされるフローの統計情報をキャプチャ
します。

ここでは、PFC の NetFlow を詳細に説明します。

 • フロー マスク（p.55-2）
 • フロー マスクの矛盾（p.55-3）
 • デフォルトの NetFlow 設定（p.55-6）

フロー マスク

フローとは、送信元と宛先の間での、パケットの単方向ストリームです。フロー マスクは、
NetFlow が NetFlow テーブル エントリを照合（または作成）するために使用する着信パケットの
フィールドを指定します。
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NetFlow の概要 
すべてのフロー マスクは、定義に入力インターフェイスを含んでいます。したがって、NetFlow 
は常にインターフェイス単位をベースに統計情報を収集します。また、NetFlow はインターフェ
イス単位でイネーブルまたはディセーブルにできます。

PFC は次のフロー マスクをサポートします。

 • interface-source — より固有性の低いフロー マスク。各送信元 IP アドレスからのインターフェ
イスの全入力フローの統計情報は、1 つのエントリに集約されます。

 • interface-destination — より固有性の低いフロー マスク。各宛先 IP アドレスへのインターフェ
イスの全入力フローの統計情報は、1 つのエントリに集約されます。

 • interface-destination-source — より固有性の高いフロー マスク。同じ送信元 IP アドレスと宛先 
IP アドレスの間のインターフェイスの全入力フローの統計情報は、1 つのエントリに集約さ
れます。

 • interface-full — も固有性の高いフロー マスク。PFC は、インターフェイスの IP フローごと
にテーブル エントリを個別に作成し、維持します。interface-full エントリには送信元 IP アド
レス、宛先 IP アドレス、プロトコル、およびプロトコル ポートが格納されます。

フロー マスクは、収集する統計情報の細かさを決定し、これによって NetFlow テーブルのサイズ
が制御されます。固有性の低いフロー マスクでは、結果的に NetFlow テーブルのエントリが少な
くなり、 も固有性の高いフロー マスクでは、NetFlow エントリが も多くなります。

たとえば、フロー マスクが interface-source に設定されている場合、NetFlow テーブルには、送信
元 IP アドレスごとに 1 つのエントリが含まれます（NetFlow が 1 つのインターフェイス上でのみ
イネーブルになっている場合を想定）。各送信元からのすべてのフローの統計情報は、1 つのエン
トリに蓄積されます。ただし、フロー マスクが interface-full に設定されている場合、NetFlow 
テーブルでは、full flow につき 1 つのエントリが含まれます。送信元 IP アドレスごとに多くのエ
ントリが存在する可能性があるため、NetFlow が大型になることがあります。NetFlow テーブル
の容量については、「NetFlow 設定時の注意事項および制約事項」（p.55-6）を参照してください。

フロー マスクの矛盾

一部の機能は、NetFlow テーブルを使用します。表 55-1 に、各機能のフロー マスク要件を示しま
す。

表 55-1 フロー マスクに対する機能要件 
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再帰 ACL X

TCP インターセプト X X

Context-Based Access Control（CBAC; 
コンテキスト ベース アクセス コント
ロール）

X

Web キャッシュ リダイレクト
（WCCP）

X X

サーバ ロード バランシング（SLB） X X

Network Address Translation（NAT; 
ネットワーク アドレス変換）

X X
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NetFlow の概要
機能の要件が多岐に及ぶため、潜在的なフロー マスクの矛盾が発生することがあります。次のフ
ロー マスクの制約事項に注意してください。

 • すべての機能が、フロー マスクの同じ制限付きセットを共有する必要があります。

 • PFC は各パケット検索に 1 つのフロー マスクのみを適用できます。

RP の Feature Manager ソフトウェアが、機能の矛盾を解決します。Feature Manager の主な目的は、
すべての設定済み NetFlow 機能を満たす共通フロー マスクを選択することです。ただし、一部の
機能にはフロー マスクに対して非常に固有性の高い要件があるため、Feature Manager が設定済み
機能に共通フロー マスクを見つけることができないことがあります。機能の矛盾を解決するに
は、Feature Manager ソフトウェアが指示を出し、機能の 1 つが RP のソフトウェアで処理を行う
ようにします。

極端な場合、Feature Manager ソフトウェアは、 初に設定された機能に優先度を設定し、後続の
機能に対する設定要求を拒否します。Feature Manager が扱うことのできない後続の機能を設定し
ようとすると、CLI に障害メッセージが表示されます。

機能の矛盾に関する問題を回避するには、次の注意事項に従ってください。

 • も優先度の高い機能を 初に設定してください。解決できない矛盾が発生した場合、低い
優先度の機能がブロックされます。

 • 可能であれば、その機能が必要とされているインターフェイスでのみ機能を設定してくださ
い。

 • 応答メッセージに注意してください。Feature Manager が機能に対するハードウェア アシスト
を切断した場合、機能処理が RP プロセッサに対して過負荷になっていないことを確認する
必要があります。

次の固有の機能矛盾に注意してください。

 • CBAC には full フロー マスクが必要で、他のフローベースの機能以上の優先度が与えられて
います。フロー マスクの矛盾が発生した場合、他のフローベースの機能は RP で処理されま
す。

 • 一般的に、 小フロー マスクが設定されているため、NDE には柔軟性があります。他のフ
ローベースの機能を設定している場合、Feature Manager ソフトウェアは、すべての機能の要
件を満たすために、より固有性の高いフロー マスクを設定することがあります。

 • NetFlow フロー サンプリングには、full-interface フロー マスクが必要です。同じインター
フェイス上で、他のフローベースの機能との矛盾を発生させることがあります。

 • NDE は、QoS と矛盾します。NDE および QoS マイクロフロー ポリシングは、同じインター
フェイス上に設定できません。

NetFlow データ エクスポート（NDE） X X X X X

NetFlow サンプリング X

NetFlow アグリゲーション X X X X

表 55-1 フロー マスクに対する機能要件（続き）
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NetFlow の概要 
 • NAT が、ダイナミック ACE（たとえば、Web プロキシ認証または NAC レイヤ 3 IP 検証）を
使用する他の機能とともにレイヤ 3 インターフェイス上で設定されている場合、NAT が過負
荷に設定されていると、NAT による後続フラグメントの変換が正しく行われないときがあり
ます。PFC3A モードを除き、この設定で NAT が正しく機能するかどうかを確認するには、
mls ip nat netflow-frag-l4-zero コマンドを使用します。

RP での NetFlow
RP の NetFlow 機能は、ソフトウェアでルーティングされるフローの統計情報をキャプチャしま
す。

RP での NetFlow の設定についての詳細は、次のマニュアルを参照してください。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』

NetFlow 機能

NetFlow は次の機能をサポートします。

 • インターフェイス単位の NDE（p.55-5）
 • NetFlow アグリゲーション（p.55-5）
 • マルチキャスト IP の NetFlow（p.55-6）

インターフェイス単位の NDE
Cisco IOS Release 12.2(33)SXH 以降のリリースは、インターフェイス単位で PFC NetFlow データ収
集をイネーブルにする、インターフェイス単位の NDE をサポートします。Release 12.2(33)SXH 
前のリリースでは、PFC での NetFlow はグローバルにのみイネーブルおよびディセーブルにでき
ました。

インターフェイス単位の NDE 機能をサポートするソフトウェア リリースにアップグレードする
とき、システムは自動的にインターフェイス単位の NDE をイネーブルにし、各レイヤ 3 イン
ターフェイス上で ip flow ingress コマンドを設定します。この一度だけのアクションは、アップ
グレード後の 初のリロードの際に行われ、グローバル NetFlow 対応コマンドとの下位互換性を
維持します。リロード後には、レイヤ 3 インターフェイス上で no ip flow ingress コマンドを設定
し、選択的に PFC および RP NetFlow データ収集 / エクスポートをディセーブルにできます。

インターフェイス単位の NDE 機能は、レイヤ 3 インターフェイス上の IPv4 ユニキャスト フロー
にのみ適用されます。非 IPv4 プロトコルのフロー（IPｖ6 および MPLS）は、この機能では制御
されません。

NetFlow アグリゲーション

NetFlow は、ハードウェア（PFC）またはソフトウェア（RP）で転送されるパケットの集約をサ
ポートします。NetFlow アグリゲーション スキームについての詳細は、次のマニュアルを参照し
てください。 

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』
NetFlow アグリゲーションの設定についての詳細は、次のマニュアルを参照してください。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』
RP での NetFlow では、次のマニュアルにある Type of Service（ToS; サービス タイプ）ベースの
ルータ アグリゲーションをサポートします。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』
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デフォルトの NetFlow 設定
マルチキャスト IP の NetFlow
NetFlow は、ハードウェア（PFC）またはソフトウェア（RP）で転送されるマルチキャスト IP パ
ケットをサポートします。

NetFlow マルチキャストでは、入力アカウンティングおよび出力アカウンティングが提供されま
す。入力アカウンティングでは、NetFlow が送信元あたり 1 つのフローを作成し、そこにパケッ
ト レプリケーションの発生数についての情報を含めます。出力アカウンティングでは、NetFlow 
が各発信インターフェイスに対して 1 つのフローを作成します。

任意で、NetFlow マルチキャストは、リバース パス失敗（RPF）チェックに失敗したマルチキャ
スト パケットの統計情報を保持します。

デフォルトの NetFlow 設定
表 55-2 に、デフォルトの NetFlow 設定を示します。

NetFlow 設定時の注意事項および制約事項
NetFlow を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • CEF テーブル（および NetFlow テーブル以外）は、レイヤ 3 スイッチングをハードウェアに
実装します。

 • PFC3A モードを除き、NetFlow はブリッジド IP トラフィックをサポートします。PFC3A モー
ドでは、NetFlow ブリッジド IP トラフィックはサポートされません。

 • NetFlow はマルチキャスト IP トラフィックをサポートします。

（注） インターフェイスで NAT（ネットワーク アドレス変換）を設定する場合、PFC はフラグメント
化されたパケット内のトラフィックをすべて MSFC に送信して、ソフトウェアで処理させます
（CSCdz51590）。

 • 統計情報は、NetFlow テーブルがいっぱいになるとスイッチングされるフローには使用でき
ません。

 • NetFlow テーブルの利用率が、次の表に示す推奨レベルの利用率を超過すると、統計情報を
保存するための十分な領域が不足する確率が高くなります。表 55-3 に、推奨の 大利用率を
示します。

表 55-2 デフォルトの NetFlow 設定 

機能 デフォルト値

NetFlow ディセーブル

ルーティングされた IP トラフィックの 
NetFlow

ディセーブル

入力ブリッジド IP トラフィックの NetFlow ディセーブル

NetFlow サンプリング ディセーブル

NetFlow アグリゲーション ディセーブル

インターフェイス単位の NDE イネーブル

ACL 拒否トラフィックの除外 ディセーブル（NetFlow は ACL 拒否トラフィック
に対してエントリを作成）
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NetFlow の設定 
NetFlow の設定
ここでは、NetFlow の設定手順について説明します。

 • PFC での NetFlow の設定（p.55-7）
 • NetFlow 機能の設定（p.55-10）

PFC での NetFlow の設定

ここでは、NetFlow による統計情報収集を PFC で設定する手順について説明します。

 • NetFlow PFC コマンドの要約（p.55-7）
 • PFC での NetFlow のイネーブル化（p.55-8）
 • 小 IP MLS フロー マスクの設定（p.55-8）
 • MLS エージング タイムの設定（p.55-8）
 • PFC NetFlow 情報の表示（p.55-10）

NetFlow PFC コマンドの要約

表 55-4 に、PFC で使用可能な NetFlow コマンドの要約を示します。

表 55-3 NetFlow テーブルの利用率 

PFC
推奨される NetFlow テーブルの利用
率 NetFlow テーブルの合計容量

PFC3CXL 235,520（230 K）エントリ 262,144（256 K）エントリ

PFC3C 117,760（115 K）エントリ 131,072（128 K）エントリ

PFC3BXL 235,520（230 K）エントリ 262,144（256 K）エントリ

PFC3B 117,760（115 K）エントリ 131,072（128 K）エントリ

PFC3A 65,536（64 K）エントリ 131,072（128 K）エントリ

表 55-4 PFC NetFlow コマンドの要約 

コマンド 目的

mls netflow PFC で NetFlow をイネーブルにします。

mls flow ip 小フロー マスクを設定します。

mls aging 設定可能なエージング パラメータを設定しま
す。

mls exclude acl-deny ACL 拒否トラフィックに対するフローの作成
をディセーブルにします。

show mls netflow {...} ユニキャストおよびマルチキャスト トラ
フィックの NetFlow PFC 情報を表示します。

show mls netflow aggregation flowmask NetFlow アグリゲーション フロー マスクを表
示します。
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NetFlow の設定
PFC での NetFlow のイネーブル化

PFC で NetFlow 統計情報収集をグローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次に、PFC で NetFlow 統計情報収集をディセーブルにする例を示します（デフォルト設定はイ
ネーブル）。

Router(config)# no mls netflow

最小 IP MLS フロー マスクの設定

PFC で NetFlow テーブルに対するフロー マスクの 小特性を設定できます。設定した他の機能が
より固有性の高いフロー マスクを必要とする場合、実際のフロー マスクは mls flow コマンドで
設定したレベルよりも固有性が高くなります（「フロー マスクの矛盾」[p.55-3] を参照）。

小 IPv4 フロー マスクを設定するには、次の作業を行います。

次に、 小フロー マスクを設定する例を示します。

Router(config)# mls flow ip interface-destination 

IP MLS フロー マスクの設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、MLS フロー マスクの設定を表示する例を示します。

Router# show mls netflow flowmask 
current ip flowmask for unicast: if-dst
Router#

MLS エージング タイムの設定

MLS エージング タイム（デフォルトは 300 秒）は、すべての NetFlow テーブル エントリに適用
されます。normal エージング タイムは、32 ～ 4,092 秒の範囲で設定できます。フローは、設定さ
れたインターバルより 4 秒早く、または 4 秒遅く経過する場合があります。フローは、平均して
設定値の 2 秒以内に経過します。

ルーティングの変更またはリンク ステートの変化など、エージング以外のイベントによって 
MLS エントリが削除される場合があります。

コマンド 目的

Router(config)# mls netflow PFC で NetFlow をイネーブルにします。

Router(config)# no mls netflow PFC で NetFlow をディセーブルにします。

コマンド 目的

Router(config)# mls flow ip {interface-source | 
interface-destination | interface-destination-source 
| interface-full}

IPｖ4 パケットに 小フロー マスクを設定します。

Router(config)# no mls flow ip デフォルトのフロー マスクに戻します（ヌル）。

コマンド 目的

Router# show mls netflow flowmask フロー マスクの設定を表示します。
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NetFlow の設定 
（注） MLS エントリの数が推奨利用率（「NetFlow 設定時の注意事項および制約事項」[p.55-6] を参照）
を超えると、一部のフローで隣接統計情報しか使用できなくなる場合があります。

NetFlow テーブル サイズが推奨利用率を超えないように維持するには、mls aging コマンドを使用
する際、次のパラメータをイネーブルにします。

 • normal — 非アクティブ タイマーを設定します。タイマーに設定した期間内にフローでパ
ケットが受信されなかった場合、フロー エントリはテーブルから削除されます。

 • fast aging — わずかな数のパケットしかスイッチングせず、そのあと再び使用されることの
ないフローに対して作成されるエントリを、効率的に期限切れにするためのプロセスを設定
します。fast aging パラメータは、time キーワード値を使用して、各フローについて 低でも 
threshold キーワード値で指定される数のパケットがスイッチングされているかどうかを調べ
ます。time で指定される時間内に threshold で指定される数のパケットをスイッチングしてい
ないフローについては、このエントリが期限切れになります。

 • long — 指定した時間にわたってアクティブになっていたエントリを、エントリが使用中で
あっても削除するように設定します。long エージングは、不正確な統計情報の原因となるカ
ウンタ ラップアラウンドを防止するために使用します。

fast aging によって削除される一般的なテーブル エントリは、Domain Name Server（DNS; ドメイ
ン ネーム サーバ）または TFTP（簡易ファイル転送プロトコル）サーバとやりとりするフローに
対するエントリです。

MLS fast エージング タイムをイネーブルにすることが必要な場合は、 初は 128 秒に設定してく
ださい。NetFlow テーブル サイズが増え続け、推奨利用率を超えた場合は、テーブル サイズが推
奨利用率未満になるまで設定値を下げます。テーブルが増え続け、推奨利用率を超えた場合は、
normal MLS エージング タイムを短くします。

MLS エージング タイムを設定するには、次の作業を行います。

次に、MLS エージング タイムを設定する例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# mls aging fast threshold 64 time 30

MLS エージング タイムの設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、MLS エージング タイムの設定を表示する例を示します。

Router# show mls netflow aging 
enable timeout packet threshold 
------ ------- ---------------- 
normal aging true 300 N/A 
fast aging true 32 100 
long aging true 900 N/A 

コマンド 目的

Router(config)# mls aging {fast [threshold {1-128} | 
time {1-128}] | long 64-1920 | normal 32-4092}

NetFlow テーブル エントリの MLS エージング タイムを設
定します。

Router(config)# no mls aging fast fast aging をディセーブルにします。

Router(config)# no mls aging {long | normal} デフォルトの MLS エージング タイムに戻します。

コマンド 目的

Router# show mls netflow aging MLS エージング タイムの設定を表示します。
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NetFlow の設定
ACL 拒否の除外の設定

デフォルトでは、NetFlow テーブル エントリは、ACL 拒否フローに対して作成されます。これら
のフローは、NetFlow テーブルをオーバーフローさせることがあります。Release 12.2(33)SXH 以
降のリリースの場合、NetFlow テーブルから ACL 拒否フローを除外するには、次の作業を行いま
す。

次に、NetFlow テーブルから ACL 拒否フローを除外する例を示します。

Router(config)# mls exclude acl-deny 

PFC NetFlow 情報の表示

PFC での NetFlow についての情報を表示するには、次の作業を行います。

NetFlow 機能の設定

NetFlow 機能は、一般的にハードウェア（PFC）またはソフトウェア（RP）で転送されるパケッ
トに適用されます。機能を PFC に適用するには、PFC で NetFlow がイネーブルになっている必要
があります。

ここでは、NetFlow 機能の設定手順について説明します。

 • レイヤ 3 インターフェイスでの NetFlow の設定（p.55-11）
 • 入力ブリッジド IP トラフィックに対する NetFlow のイネーブル化（p.55-11）
 • NetFlow アグリゲーションの設定（p.55-12）
 • マルチキャスト IP トラフィックに対する NetFlow の設定（p.55-13）

コマンド 目的

Router# mls exclude acl-deny NetFlow テーブルから ACL 拒否フローを除外します。

コマンド 目的

Router(config)# show mls netflow {aggregation | aging 
| creation | flowmask | ip | ipv6 | mpls | 
table-contention | usage}

PFC での NetFlow についての情報を表示します。
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NetFlow の設定 
レイヤ 3 インターフェイスでの NetFlow の設定

インターフェイス単位の NDE 機能により、ハードウェア（PFC）またはソフトウェア（RP）で
転送されるパケットに対して、インターフェイス単位をベースとした NetFlow 収集をイネーブル
またはディセーブルにできます。Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、この機能は自動的に
イネーブルになっています。

レイヤ 3 インターフェイスの NetFlow をイネーブルまたはディセーブルにするには、次の作業を
行います。

PFC でのインターフェイス単位の NetFlow をサポートするソフトウェア イメージに初めてアップ
グレードするとき、システムは NetFlow をイネーブルにするように各レイヤ 3 インターフェイス
を自動的に設定します（これにより、グローバル mls netflow コマンドとの下位互換性を維持し
ます）。この一度だけのアクションは、アップグレード後に初めてシステムが再起動されたとき
に行われます。このアクションのあと、NetFlow データ収集をディセーブルまたはイネーブルに
するように、レイヤ 3 インターフェイスを設定できます。

入力ブリッジド IP トラフィックに対する NetFlow のイネーブル化

PFC3A モードを除き、NetFlow は入力ブリッジド IP トラフィックをサポートします。PFC3A 
モードでは、ブリッジド IP トラフィック に対する NetFlow はサポートされません。

（注） • 入力ブリッジド IP トラフィックに対して NetFlow をイネーブルにすると、NefFlow フロー サ
ンプリング機能によってこの統計情報を使用できます（「NetFlow サンプリング」[p.56-7] を
参照）。

 • VLAN でブリッジド IP トラフィックに対して NetFlow をイネーブルにするには、対応する 
VLAN インターフェイスを作成し、no shutdown コマンドを入力する必要があります。必要
に応じて、no shutdown コマンドのあとに shutdown コマンドを入力できます。

 • レイヤ 3 VLAN の場合、入力ブリッジド IP トラフィックに対して NetFlow をイネーブルにす
ると、指定した VLAN 上のレイヤ 3 フローに対する NetFlow もイネーブルになります。

 • エクスポートされたブリッジド フローには、入力および出力 VLAN 情報が含まれ、物理ポー
ト情報は含まれません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

設定するレイヤ 3 インターフェイスを選択しま
す。

ステップ 2 Router(config-if)# ip flow ingress 指定したインターフェイスの NetFlow をイネーブ
ルにします。NetFlow は、ハードウェア（PFC）
またはソフトウェア（RP）で転送されるパケッ
トの統計情報を収集します。

ステップ 3 Router(config-if)# no ip flow ingress 指定したインターフェイスの NetFlow をディセー
ブルにします。NetFlow は、ハードウェア（PFC）
またはソフトウェア（RP）で転送されるパケッ
トの統計情報の収集を停止します。
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NetFlow の設定
VLAN 上の入力ブリッジド IP トラフィックに対して NetFlow をイネーブルにするには、次の作業
を行います。

次に、VLAN 200 上の入力ブリッジド IP トラフィックに対して NetFlow をイネーブルにする例を
示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip flow ingress layer2-switched vlan 200 

NetFlow アグリゲーションの設定

NetFlow アグリゲーションを設定するには、次のマニュアルの手順を実行します。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』

（注） • NetFlow アグリゲーションを設定するとき、ハードウェア（PFC）またはソフトウェア（RP）
で転送されるパケットに対して自動的に設定されます。

 • PFC および DFC では、NetFlow ToS ベースのルータ アグリゲーションをサポートしません。

PFC または DFC の NetFlow アグリゲーション情報を表示するには、次の作業を行います。

（注） PFC および DFC では、NetFlow ToS ベースのルータ アグリゲーションをサポートしません。

次に、NetFlow アグリゲーション キャッシュ情報を表示する例を示します。

Router# show ip cache flow aggregation destination-prefix module 1 
IPFLOW_DST_PREFIX_AGGREGATION records and statistics for module :1 
IP Flow Switching Cache, 278544 bytes 
2 active, 4094 inactive, 6 added 
236 ager polls, 0 flow alloc failures 
Active flows timeout in 30 minutes 
Inactive flows timeout in 15 seconds 

コマンド 目的

Router(config)# ip flow ingress layer2-switched 
vlan vlan_ID[-vlan_ID] [, vlan_ID[-vlan_ID]] 

指定の VLAN 上での入力ブリッジド IP トラフィックに対
して NetFlow をイネーブルにします。

（注） VLAN 上での入力ブリッジド IP トラフィックに対
して NetFlow を使用するには、mls netflow コマン
ドを使用して、PFC 上で NetFlow をイネーブルに
する必要があります。

Router(config)# no ip flow ingress layer2-switched 
vlan vlan_ID[-vlan_ID] [, vlan_ID[-vlan_ID]] 

指定の VLAN 上での入力ブリッジド IP トラフィックに対
して NetFlow をディセーブルにします。

コマンド 目的

Router # show ip cache flow aggregation {as | 
destination-prefix | prefix | protocol-port | 
source-prefix) module slot_num 

NetFlow アグリゲーション キャッシュ情報を表示します。

Router # show mls netflow aggregation flowmask NetFlow アグリゲーション フロー マスク情報を表示しま
す。
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NetFlow の設定 
Dst If Dst Prefix Msk AS Flows Pkts B/Pk Active 
Gi7/9 9.1.0.0 /16 0 3003 12M 64 1699.8 
Gi7/10 11.1.0.0 /16 0 3000 9873K 64 1699.8 
Router#

次に、NetFlow アグリゲーション フロー マスク情報を表示する例を示します。

Router# show mls netflow aggregation flowmask 
 Current flowmask set for netflow aggregation : Vlan Full Flow
 Netflow aggregations configured/enabled :
        AS Aggregation
        PROTOCOL-PORT Aggregation
        SOURCE-PREFIX Aggregation
        DESTINATION-PREFIX Aggregation
Router

マルチキャスト IP トラフィックに対する NetFlow の設定

マルチキャスト IP トラフィックに対して NetFlow を設定するには、次の作業を行います。

マルチキャスト トラフィックの NetFlow の設定についての詳細は、次のマニュアル内の
『Configuring NetFlow Multicast Accounting』のマニュアルを参照してください。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』
このマニュアルでは、マルチキャスト ファースト スイッチングまたはマルチキャスト ディスト
リビューティッド ファースト スイッチング（MDFS）を設定するのに必要な前提条件が指定され
ています。ただし、この前提条件は、12.2SX リリースでの NetFlow マルチキャスト サポートを
設定するときには適用されません。

（注） 『Configuring NetFlow Multicast Accounting』のマニュアルでは、Cisco IOS release 12.2(4) 以降の新し
いリリースのコンフィギュレーション コマンドを説明しています。12.2SX リリースは、新しい
コマンドをサポートしています。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# ip multicast netflow 
output-counters

（任意）入力フローの出力バイト / パケット数の
計算をイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# ip multicast netflow rpf-failure （任意）RPF チェックが失敗したマルチキャスト 
データの NetFlow をイネーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

設定するレイヤ 3 インターフェイスを選択しま
す。

ステップ 4 Router(config-if)# ip flow {ingress | egress} 指定したインターフェイス（RP および PFC）上
で NetFlow マルチキャスト トラフィックをイ
ネーブルにします。

 • NetFlow マルチキャスト入力アカウンティン
グをイネーブルにするには、ingress を指定し
ます。

 • NetFlow マルチキャスト出力アカウンティン
グをイネーブルにするには、egress を指定し
ます。
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NetFlow の設定
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NDE の設定

ここでは、NetFlow Data Export（NDE; NetFlow データ エクスポート）を設定する手順について説
明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、以下のマニュアルを参
照してください。

 • 次の URL にある『Cisco IOS NetFlow Command Reference』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/netflow/command/reference/nf_book.html

 • 次の URL にある Release 12.2 のマニュアル

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1835/tsd_products_support_series_home.html

 • NetFlow バージョン 9 がサポートされています。次のマニュアルを参照してください。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • NDE の概要（p.56-1）
 • デフォルトの NDE 設定（p.56-10）
 • NDE 設定時の注意事項および制約事項（p.56-10）
 • NDE の設定（p.56-11）

NDE の概要
ここでは、NDE の機能について説明します。

 • NDE の概要（p.56-1）
 • RP の NDE（p.56-2）

NDE の概要

NetFlow は、スイッチを通って流れるパケットを監視し、NetFlow テーブルに統計を保存するこ
とで、トラフィックの統計を収集します。NetFlow の詳細については、第 55 章「NetFlow の設
定」を参照してください。

NDE は NetFlow テーブルの統計をレコードに変換し、そのレコードを NetFlow コレクタと呼ばれ
る外部デバイスにエクスポートします。
56-1
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NDE の概要
PFC3A モードでは、NDE はルーティングされたトラフィックの統計だけをエクスポートします。
PFC3A 以外のモードでは、ルーティングされたトラフィックとブリッジされたトラフィックの両
方の統計をエクスポートするように NDE を設定できます。

NDE レコード形式 バージョン 5、7、または 9 を使用して IP ユニキャスト統計情報をエクスポー
トすることができます。NetFlow アグリゲーションの場合は NDE バージョン 8 レコード形式、IP 
マルチキャストの場合はバージョン 9 レコード形式を使用してください。

大量の統計をエクスポートすると、SP および RP CPU の稼働率に影響を与えることがあります。
NDE エクスポートに含めるまたは除外するフローを NDE フロー フィルタに設定すれば、エクス
ポートするレコードの量を制御できます。フィルタが設定するとき、NDE は、フィルタ基準に
合致するフローのみをエクスポートします。

外部データ コレクタのアドレスは、2 つまで設定できます。2 番めのデータ コレクタは、冗長
データ ストリームを提供することで、完全な NetFlow データを受信する可能性を高めます。

RP の NDE
ルート プロセッサ（RP）の NDE は、ソフトウェアでルーティングされたフローの統計をエクス
ポートします。RP は NetFlow アグリゲーションをサポートしています。詳細は『Cisco IOS 
NetFlow Configuration Guide』を参照してください。

RP は NetFlow ToS ベースのルータ アグリゲーションをサポートしています。詳細は『Cisco IOS 
NetFlow Configuration Guide』を参照してください。

RP は NetFlow フロー サンプリングをサポートしています。詳細は『Cisco IOS NetFlow 
Configuration Guide』を参照してください。

RP は NetFlow バージョン 9 エクスポートをサポートしています。詳細は『Cisco IOS NetFlow 
Configuration Guide』を参照してください。

NetFlow バージョン 9 レコード形式の詳細については、『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』を
参照してください。

PFC の NDE
PFC の NDE は、ハードウェアでルーティングまたはブリッジされたフローの統計をエクスポー
トします。ここでは、PFC の NDE を詳細に説明します。

 • NDE フロー マスク（p.56-2）
 • NDE のバージョン（p.56-3）
 • NetFlow データのエクスポート（p.56-7）
 • NetFlow サンプリング（p.56-7）

NDE フロー マスク

NDE の 小 NetFlow フロー マスクを設定できます。NetFlow フロー マスクは、エクスポートする 
NDE の統計の量を制御する、収集統計の細かさを決定します。

フロー マスクの詳細については、第 55 章「NetFlow の設定」を参照してください。

追加の NDE フィールド

NDE を設定して、NDE パケットに次の追加フィールドを読み込むことができます。

 • ネクストホップ ルータの IP アドレス

 • 出力インターフェイス SNMP ifIndex
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NDE の概要 
 • BGP AS

これらのフィールドには、NDE レコードをコレクタに送信する前にソフトウェアが検索する FIB 
テーブルのエントリがあらかじめ入力されています。したがって、これらのフィールドは、ハー
ドウェア NetFlow テーブルを表示するために show コマンドを使用するときは空白です。

NDE のバージョン

NetFlow バージョン 9 は、次の URL で説明しています。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123_1/nfv9expf.htm

NDE では、NDE バージョン 8 を使用して NetFlow アグリゲーション フローの統計情報をエクス
ポートします。バージョン 8 のヘッダー形式については、次のマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_c/swprt2/xcfnfov.htm#
wp1001212

NDE は、NDE バージョン 5、7 および 9 を使用して IP ユニキャスト トラフィックをエクスポー
トします。

現行のフロー マスクによっては、フロー レコードの一部のフィールドに値が入らない場合があ
ります。サポートされないフィールドには、ゼロ（0）が充填されます。

次の表では、NDE バージョン 5 および 7 でサポートされているフィールドを説明します。

 • 表 56-1 — バージョン 5 ヘッダー形式

 • 表 56-2 — バージョン 7 ヘッダー形式

 • 表 56-3 — バージョン 5 フロー レコード形式

 • 表 56-4 — バージョン 7 フロー レコード形式

NetFlow バージョン 9 レコード形式は、次のマニュアルで説明しています。

『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』

表 56-1 NDE バージョン 5 ヘッダー形式 

バイト 内容 説明

0 ～ 1 version NetFlow がエクスポートする形式のバージョン番号

2 ～ 3 count このパケットにエクスポートされたフロー数（1 ～ 30）

4 ～ 7 SysUptime ルータが起動してから現在までの時間（ミリ秒）

8 ～ 11 unix_secs 0000 UTC 1970 から現在までの秒数

12 ～ 15 unix_nsecs 0000 UTC 1970 からの残り時間（ナノ秒）

16 ～ 19 flow_sequence 観測したフロー全体のシーケンス カウンタ

20 ～ 21 engine_type フロー スイッチング エンジンのタイプ

21 ～ 23 engine_id フロー スイッチング エンジンのスロット番号
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Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123_1/nfv9expf.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fswtch_c/swprt2/xcfnfc.htm


第 56 章      NDE の設定         

NDE の概要
表 56-2 NDE バージョン 7 ヘッダー形式 

バイト 内容 説明

0 ～ 1 version NetFlow がエクスポートする形式のバージョン番号

2 ～ 3 count このパケットにエクスポートされたフロー数（1 ～ 30）

4 ～ 7 SysUptime ルータが起動してから現在までの時間（ミリ秒）

8 ～ 11 unix_secs 0000 UTC 1970 から現在までの秒数

12 ～ 15 unix_nsecs 0000 UTC 1970 からの残り時間（ナノ秒）

16 ～ 19 flow_sequence 観測したフロー全体のシーケンス カウンタ

20 ～ 23 reserved 未使用（ゼロ）バイト
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NDE の概要 
表 56-3 NDE バージョン 5 フロー レコード形式 

バイト 内容 説明

フロー マスク
・ X= 読み込まれる
・ A= 追加のフィールド （「追加の NDE フィールドの
読み込み」[p.56-12] を参照）

送
信

元

宛
先

宛
先

 
送

信
元

宛
先

 
送

信
元

 
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
イ

ス

フ
ル

フ
ル

  
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
イ

ス

0 ～ 3 srcaddr 送信元 IP アドレス X 0 X X X X

4 ～ 7 dstaddr 宛先 IP アドレス 0 X X X X X

8 ～ 11 nexthop ネクストホップ ルータの IP アドレス1

1. PBR、WCCP、または SLB を設定している場合は常に 0 です。

0 A2

2. 宛先フロー マスクでは、「ネクスト ホップ ルータの IP アドレス」フィールドおよび「出力インターフェイス SNMP ifIndex」フィールドは、す

べてのフローに対して正確な情報を含んでいない場合があります。

A A A A

12 ～ 13 input 入力インターフェイス SNMP ifIndex 0 0 0 X 0 X

14 ～ 15 output 出力インターフェイス SNMP ifIndex3

3. ポリシーベース ルーティングを設定している場合は常に 0 です。

0 A2 A A A A

16 ～ 19 dPkts フロー中のパケット数 X X X X X X

20 ～ 23 dOctets フロー中のオクテット数（バイト） X X X X X X

24 ～ 27 first フロー開始時の SysUptime（ミリ秒） X X X X X X

28 ～ 31 last フローの 後のパケット受信時刻の 
SysUptime（ミリ秒）

X X X X X X

32 ～ 33 srcport レイヤ 4 送信元ポート番号またはそれと
同等のもの

0 0 0 0 X4

4. PFC3A モードを除き、ICMP トラフィックのために、ICMP コードおよびタイプ値があります。

X4

34 ～ 35 dstport レイヤ 4 宛先ポート番号またはそれと同
等のもの

0 0 0 0 X X

36 pad1 未使用（ゼロ）バイト 0 0 0 0 0 0

37 tcp_flags TCP フラグの累積 OR5 0 0 0 0 0 0

38 prot レイヤ 4 プロトコル（例、6=TCP、
17=UDP）

0 0 0 0 X X

39 tos IP ToS バイト X6 X6 X6 X6 X6 X6

40 ～ 41 src_as 送信元の AS 番号、起点またはピア X 0 X X X X

42 ～ 43 dst_as 宛先の AS 番号、起点またはピア 0 X X X X X

44 ～ 45 src_mask 送信元アドレス プレフィクス マスク 
ビット

X 0 X X X X

46 ～ 47 dst_mask 宛先アドレス プレフィクス マスク ビッ
ト

0 X X X X X

48 pad2 Pad 2 0 0 0 0 0 0
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NDE の概要
5. ハードウェア スイッチド フローでは常に 0 です。

6. PFC3A モードでは入力されていません。

表 56-4 NDE バージョン 7 フロー レコード形式 

バイト 内容 説明

フロー マスク
・ X= 読み込まれる
・ A= 追加のフィールド （「追加の NDE フィールドの
読み込み」[p.56-12] を参照）

送
信

元

宛
先

宛
先

 
送

信
元

宛
先

 
送

信
元

 
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
イ

ス

フ
ル

フ
ル

  
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
イ

ス

0 ～ 3 srcaddr 送信元 IP アドレス X 0 X X X X

4 ～ 7 dstaddr 宛先 IP アドレス 0 X X X X X

8 ～ 11 nexthop ネクストホップ ルータの IP アドレス。1

1. PBR、WCCP、または SLB を設定している場合は常に 0 です。

0 A2 A A A A

12 ～ 13 input 入力インターフェイス SNMP ifIndex 0 0 0 X 0 X

14 ～ 15 output 出力インターフェイス SNMP ifIndex3 0 A2 A A A A

16 ～ 19 dPkts フロー中のパケット数 X X X X X X

20 ～ 23 dOctets フロー中のオクテット数（バイト） X X X X X X

24 ～ 27 First フロー開始時の SysUptime（ミリ秒） X X X X X X

28 ～ 31 Last フローの 後のパケット受信時刻の 
SysUptime（ミリ秒）

X X X X X X

32 ～ 33 srcport レイヤ 4 送信元ポート番号またはそれと
同等のもの

0 0 0 0 X4 X4

34 ～ 35 dstport レイヤ 4 宛先ポート番号またはそれと同
等のもの

0 0 0 0 X X

36 flags 使用中のフロー マスク X X X X X X

37 tcp_flags TCP フラグの累積 OR5 0 0 0 0 0 0

38 prot レイヤ 4 プロトコル（例、6=TCP、
17=UDP）

0 0 0 0 X X

39 tos IP ToS バイト X6 X6 X6 X6 X6 X6

40 ～ 41 src_as 送信元の AS 番号、起点またはピア X 0 X X X X

42 ～ 43 dst_as 宛先の AS 番号、起点またはピア 0 X X X X X

44 src_mask 送信元アドレス プレフィクス マスク 
ビット

X 0 X X X X

45 dst_mask 宛先アドレス プレフィクス マスク ビッ
ト

0 X X X X X

46 ～ 47 pad2 Pad 2 0 0 0 0 0 0

48 ～ 51 MLS RP MLS ルータの IP アドレス 0 X X X X X
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NDE の概要 
NetFlow データのエクスポート

NetFlow は、NetFlow テーブル内のアクティブ フローごとにトラフィック統計情報を維持し、各
フロー内のパケットがスイッチングされると統計情報を更新します。

NDE はすべての期限切れフローに関するサマリ トラフィック統計情報を定期的にエクスポート
します。これを外部データ コレクタで受信して処理することができます。

エクスポートされる NetFlow データには、 後のエクスポート以降に期限切れになった NetFlow 
テーブル中のフロー エントリの統計情報が含まれます。NetFlow テーブル中のフロー エントリが
期限切れになり、次のいずれかの状況が発生した時点で NetFlow テーブルから消去されます。

 • エントリは期限切れになります。

 • エントリはユーザにより消去されます。

 • インターフェイスが停止します。

 • ルート フラップが発生します。

継続的なアクティブ フローを定期的にレポートするには、mls aging long コマンドで設定された
インターバルの終了時に、継続的なアクティブ フローのエントリを期限切れにします（デフォル
トは 32 分）。

期限切れして間もないフロー数が所定の 大数に到達したときに、または次の時間の経過後に 
NDE パケットは外部データ コレクタに到達します。

 • バージョン 5 のエクスポートの場合は 30 秒
 • バージョン 9 のエクスポートの場合は 10 秒
デフォルトでは、フィルタリングされないかぎり、すべての期限切れフローはエクスポートされ
ます。フィルタが設定されていれば、NDE は、フィルタ基準に合致する期限切れで消去された
フローのみをエクスポートします。NDE フロー フィルタは NVRAM（不揮発性 RAM）に保存さ
れ、NDE をディセーブルにしても削除されません。NDE フィルタの設定手順については、「NDE 
フロー フィルタの設定」（p.56-16）を参照してください。

NetFlow サンプリング

ネットワーク上を通過するトラフィックのサブネットの統計情報をレポートするには、NetFlow 
サンプリングを使用します。NetFlow 統計情報を詳細に解析するため、外部コレクタにエクス
ポートすることができます。

NetFlow サンプリングには、NetFlow トラフィック サンプリングと NetFlow フロー サンプリング
の 2 種類があります。ソフトウェア パスでスイッチングされるトラフィックに対する MSFC ベー
スの NetFlow トラフィック サンプリングと、Cisco 6500 シリーズ スイッチのハードウェア パスで
スイッチングされるトラフィックに対する PFC/DFC ベースの NetFlow フロー サンプリングとは
相互に独立した機能であるため、それぞれの設定手順で使用するコマンドは異なります。

Cisco 6500 シリーズ スイッチでサポートされる 2 通りの NetFlow サンプリングの詳細については、
次のセクションで説明します。

 • NetFlow トラフィック サンプリング（p.56-8）
 • NetFlow フロー サンプリング（p.56-8）

2. 宛先フロー マスクでは、「ネクスト ホップ ルータの IP アドレス」フィールドおよび「出力インターフェイス SNMP ifIndex」フィールドは、す

べてのフローに対して正確な情報を含んでいない場合があります。

3. ポリシーベース ルーティングを設定している場合は常に 0 です。

4. PFC3A モードを除き、ICMP トラフィックのために、ICMP コードおよびタイプ値があります。

5. ハードウェア スイッチド フローでは常に 0 です。

6. PFC3A モードでは入力されていません。
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NDE の概要
NetFlow トラフィック サンプリング

NetFlow トラフィック サンプリングでは、ルータまたはスイッチによって処理されるトラフィッ
クの n 個の連続するパケット（n はユーザが設定可能なパラメータ）からランダムに選択した 1 
個のパケットを解析することにより、Cisco ルータまたはスイッチによって転送されたトラ
フィックのサブセットの NetFlow データが取得できます。NetFlow トラフィック サンプリング
は、Cisco 7200 シリーズ ルータや Cisco 6500 シリーズ MSFC などのプラットフォームでソフト
ウェア ベースの NetFlow アカウンティングを実行し、NetFlow で解析（サンプリング）されるパ
ケットの数を抑制することにより、NetFlow 実行のための CPU のオーバーヘッドを低減するため
に使用されます。ソフトウェア ベースの NetFlow アカウンティングを実行するプラットフォーム
上で NetFLow によるパケットのサンプリング数を抑制すると、外部コレクタにエクスポートす
る必要のあるパケットの数を削減することもできます。解析するパケットの数を抑制することに
よって外部コレクタへのパケットのエクスポート量を抑制する方法は、パケット解析によって発
生するエクスポートのトラフィック量のためにコレクタの容量が圧迫されたり、発信インター
フェイスがオーバーサブスクリプションになったりする状況に対して有効です。

NetFlow トラフィック サンプリングとソフトウェアベースの NetFlow アカウンティングのエクス
ポートは、次のように動作します。

 • ルータで識別可能なトラフィックのサブセットの統計情報と一緒にフローが読み込まれま
す。

 • フローが時間切れになります。

 • 統計情報がエクスポートされます。

Cisco 6500 シリーズ スイッチでは、NetFlow トラフィック サンプリングはソフトウェア スイッチ
ングされるパケットの MSFC でのみサポートされます。NetFlow トラフィック サンプリングの設
定方法については、『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』を参照してください。

NetFlow フロー サンプリング

NetFlow フロー サンプリングでは、NetFlow によって解析するパケットの数に制限はありません。
NetFlow フロー サンプリングは、エクスポートのために、ルータによって処理されたフローのサ
ブセットを選択することを目的としています。そのため、NetFlow フロー サンプリングは、オー
バーサブスクライブの状態になった CPU やハードウェア NetFlow テーブルの使用率を低減するた
めの解決策にはなりません。NetFlow フロー サンプリングは、エクスポートされるデータの量を
減らすことにより CPU の使用率を低減するのに役立ちます。NetFlow フロー サンプリングを使用
して、フローのサブセットの統計情報のみをレポートすることによって外部コレクタへのパケッ
トのエクスポート量を抑制する方法は、フロー全体の統計情報をレポートするために発生するエ
クスポートのトラフィック量が原因でコレクタの容量が圧迫されたり、発信インターフェイスが
オーバーサブスクリプションになったりする状況に対して有効です。

NetFlow フロー サンプリングは、ハードウェアベースの NetFlow アカウンティング用の Cisco 
Catalyst 6500 シリーズ スイッチの、ルータに設置された PFC および DFC で利用できます。

NetFlow フロー サンプリングとハードウェアベースの NetFlow アカウンティングのエクスポート
は、次のように動作します。

 • パケットがスイッチに到達し、確認されたトラフィックを反映してフローが作成 / 更新され
ます。

 • フローが時間切れになります。

 • エクスポート用のフローのサブセットを選択するため、フローがサンプリングされます。

 • NetFlow フロー サンプラによって選択されたフローのサブセットの統計情報がエクスポート
されます。

（注） NetFlow フロー サンプリングをイネーブルにした場合、fast、normal、long エージングなどのエー
ジング スキームはディセーブルになります。
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NDE の概要 
NetFlow フロー サンプリングを設定して、時間ベースのサンプリングやパケットベースのサンプ
リングを使用できます。full-interface または destination-source-interface フロー マスクを使用する
と、NetFlow フロー サンプリングを個々のレイヤ 3 インターフェイスでイネーブルまたはディ
セーブルにできます。

パケットベースの NetFlow フロー サンプリング

パケットベースの NetFlow フロー サンプリングでは、パケット単位のサンプリング レートとミ
リ秒単位のインターバルに基づいて、ルータによって処理されたフローの総量からフローのサブ
セット（サンプル）を選出します。サンプリング レートとして使用できる値は、64、128、256、
512、1024、2048、4096、8192 です。インターバルは 8000 ～ 16000 ミリ秒の範囲内でユーザが設
定できます。インターバルのデフォルトは 16000 ミリ秒です。インターバルの値を入力すると、
キャッシュからの時間切れのフローに対する fast、normal、long エージングなどのエージング ス
キームが置換されます。パケットベースの NetFlow フロー サンプリングを設定するためのコマン
ド構文は次のとおりです。mls sampling packet-based rate [interval] 
パケットベースの NetFlow フロー サンプリングでは、次のいずれかの方法により、サンプリング
およびエクスポート用のフローが選択します。

 • 時間切れフローのパケット数（サンプリング レートを超過）：X のインターバル（X は 8000 
～ 16000 の値）において、フローのパケット数がサンプリング レートに設定した値を超過し
ている場合、フローがサンプリング（選択）され、エクスポートされます。

 • 時間切れフローのパケット数（サンプリング レート未満）：X のインターバル（X は 8000 ～ 
16000 の値）において、フローのパケット数がサンプリング レートに設定した値に満たない
場合、フローのパケット数に基づいて、フローのパケット カウントが 8 個のバケットのいず
れかに加算されます。8 個のバケットのサイズは、サンプリング レートの 1/8 の差分です。
パケットのサイズがサンプリング レートの 0 ～ 1/8 の場合、フローのパケット カウントは
初のバケットに加算されます。パケットのサイズがサンプリング レートの 1/8 ～ 2/8 の場合、
フローのパケット カウントは 2 番目のバケットに加算されます。同様に、サイズに応じたバ
ケットに加算されます。フローのパケット カウントをバケットに追加することによってバ
ケットのカウンタがサンプリング レートを超過すると、バケットにカウンタが追加された
後のフローがサンプリングされ、エクスポートされます。バケット カウンタが 0 に戻り、バ
ケット カウンタの加算が再び 初から行われます。この方法では、パケット カウントがサン
プリング レートを超過しないフローがサンプリングとエクスポートのために選択されます。

時間ベースの NetFlow フロー サンプリング

時間ベースの NetFlow フロー サンプリングでは、エクスポート インターバル（ミリ秒単位）の
初のサンプリング 時間（ミリ秒単位）に作成されたフローがサンプリングされます。

mls sampling time-based rate コマンドで設定可能なサンプリング レートには、時間ベースの 
NetFlow フロー サンプリングで使用されるサンプル時間とエクスポート インターバルの固定値が
あります。次に例を示します。

 • サンプリング レートとして 64 を設定した場合、NetFlow フロー サンプリングでは 4096 ミリ
秒のエクスポート インターバルの 初の 64 ミリ秒（サンプリング時間）に作成されたフ
ローが選択されます。

 • サンプリング レートとして 2048 を設定した場合、NetFlow フロー サンプリングでは 8192 ミ
リ秒のエクスポート インターバルの 初の 4 ミリ秒（サンプリング時間）に作成されたフ
ローが選択されます。

表 56-5 に、時間ベースの NetFlow フロー サンプリングのサンプリング レートとエクスポート イ
ンターバルを示します。
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デフォルトの NDE 設定
デフォルトの NDE 設定
表 56-6 に、デフォルトの NDE 設定を示します。

NDE 設定時の注意事項および制約事項
NDE を設定する際に、以下の注意事項と制約事項に従ってください。

 • ハードウェアで転送されるパケットのデータをエクスポートするには、PFC で NetFlow をイ
ネーブルにする必要があります。

 • インターフェイスで NAT（ネットワーク アドレス変換）および NDE を設定する場合、PFC 
はフラグメント化されたパケットをすべて RP に送信して、ソフトウェアで処理させます。
（CSCdz51590）

 • NDE は、NetFlow バージョン 9 のみで IP マルチキャスト トラフィックをサポートします。

 • NetFlow 集約では、NDE バージョン 8 またはバージョン 9 を使用する必要があります。

 • PFC3A モードを除き、NDE はブリッジド IP トラフィックをサポートします。PFC3A モード
では、ブリッジド IP トラフィックに対する NDE はサポートされません。

 • NDE は Internetwork Packet Exchange（IPX）トラフィックまたは他の非 IP プロトコルをサ
ポートしません。

表 56-5 時間ベースのサンプリングレート、サンプリング時間、およびエクスポート インターバル 

サンプリング 
レート

（設定できます）
サンプリング時間（ミリ秒）

（設定はできません）

エクスポート インターバル（ミリ
秒）

（設定はできません）

1/64 64 4096 

1/128 32 4096 

1/256 16 4096 

1/512 8 4096 

1/1024 4 4096 

1/2048 4 8192 

1/4096 4 16384 

1/8192 4 32768

表 56-6 デフォルトの NDE 設定 

機能 デフォルト値

NDE ディセーブル

入力ブリッジド IP トラフィックの NDE ディセーブル

NDE 送信元アドレス なし

NDE データ コレクタのアドレスおよび 
UDP ポート

なし

NDE フィルタ なし

追加の NDE フィールドの読み込み イネーブル
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NDE の設定 
NDE の設定
ここでは、NDE を設定する手順について説明します。

 • PFC での NDE の設定（p.56-11）
 • RP での NDE の設定（p.56-13）
 • 入力ブリッジド IP トラフィックに対する NDE のイネーブル化（p.56-15）
 • NDE アドレスおよびポートの設定の表示（p.56-15）
 • NDE フロー フィルタの設定（p.56-16）
 • NDE 設定の表示（p.56-18）

PFC での NDE の設定

ここでは、PFC 上で NDE を設定する手順について説明します。

 • PFC からの NDE のイネーブル化（p.56-11）
 • 追加の NDE フィールドの読み込み（p.56-12）
 • NetFlow フロー サンプリングの設定（p.56-12）

PFC からの NDE のイネーブル化

PFC からの NDE をイネーブルにするには、次の作業を行います。

（注） • PFC からの NDE では、RP 用に設定された送信元インターフェイスを使用します（「RP NDE 
送信元レイヤ 3 インターフェイスの設定」[p.56-13] を参照）。

 • NetFlow バージョン 9 は、次の URL で説明しています。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios123/123newft/123_1/nfv9expf.htm

次に、PFC からの NDE をイネーブルにする例を示します。

Router(config)# mls nde sender 

次に、PFC からの NDE をイネーブルにし、NDE バージョン 5 を設定する例を示します。

Router(config)# mls nde sender version 5 

コマンド 目的

Router(config)# mls nde sender [version {5 | 7}] PFC からの NDE をイネーブルにし、（任意で）NDE バー
ジョンを設定します。

バージョン 9 レコードをイネーブルにするためにこのコ
マンドを使用しないでください。代わりに、「RP での 
NDE の設定」（p.56-13）で説明している ip flow-export 
version 9 コマンドを使用します。

Router(config)# no mls nde sender PFC からの NDE をディセーブルにします。

Router(config)# no mls nde sender version デフォルト値に戻します（バージョン 7）。
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NDE の設定
追加の NDE フィールドの読み込み

NDE を設定して、NDE パケットに次の追加フィールドを読み込むことができます。

 • ネクストホップ ルータの IP アドレス

 • 出力インターフェイス SNMP ifIndex
 • BGP AS

追加フィールドのすべてが、全フロー マスクに読み込まれるわけではありません。詳細について
は、「NDE のバージョン」（p.56-3）を参照してください。

NDE パケットの追加フィールドを読み込むには、次の作業を行います。

次に、NDE パケットの追加フィールドを読み込む例を示します。

Router(config)# mls nde interface 

NetFlow フロー サンプリングの設定

ここでは、NetFlow フロー サンプリングを PFC で設定する手順について説明します。

 • NetFlow フロー サンプリングのグローバル設定（p.56-12）
 • NetFlow フロー サンプリングのレイヤ 3 インターフェイスでの設定（p.56-13）

NetFlow フロー サンプリングのグローバル設定

NetFlow フロー サンプリングをグローバルに設定するには、次の作業を行います。

NetFlow フロー サンプリングをグローバルに設定する場合は、次の点に注意してください。

 • レートに対する有効な値は、64、128、256、512、1024、2048、4096、および 8192 です。

 • パケットベースのエクスポートインターバルの有効な値は 8,000 ～ 16,000 です。

 • データをエクスポートするには、NetFlow フロー サンプリングをレイヤ 3 インターフェイス
で設定する必要があります。

コマンド 目的

Router(config)# mls nde interface NDE パケットの追加フィールドを読み込みま
す。

Router(config)# no mls nde interface 追加フィールドの読み込みをディセーブルに
します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# mls sampling {time-based rate | 
packet-based rate [interval]} 

NetFlow フロー サンプリングをイネーブルにし、
レートを設定します。パケットベースのサンプリ
ングについては、任意でエクスポート インター
バルを設定します。

Router(config)# no mls sampling NetFlow フロー サンプリングの設定を消去しま
す。

ステップ 2 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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NDE の設定 
NetFlow フロー サンプリングのレイヤ 3 インターフェイスでの設定

（注） • full-interface または destination-source-interface フロー マスクを使用すると、NetFlow フロー サ
ンプリングを個々のレイヤ 3 インターフェイスでイネーブルまたはディセーブルにできます。
その他すべてのフロー マスクでは、NetFlow フロー サンプリングはグローバルにイネーブル
またはディセーブルになります。

 • レイヤ 3 インターフェイスは IP アドレスで設定する必要があります。

NetFlow フロー サンプリングをレイヤ 3 インターフェイス上で設定するには、次の作業を行いま
す。

次に、NetFlow フロー サンプリングをポート FastEthernet 5/12 でイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# mls netflow sampling 
Router(config)# end 
Router#

RP での NDE の設定

ここでは、RP 上で NDE を設定する手順について説明します。

 • RP NDE 送信元レイヤ 3 インターフェイスの設定（p.56-13）
 • NDE の宛先の設定（p.56-14）
 • NetFlow サンプリングの設定（p.56-14）

RP NDE 送信元レイヤ 3 インターフェイスの設定

RP からの統計情報を含む NDE パケットの送信元として使用されるレイヤ 3 インターフェイスを
設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {vlan vlan_ID | 
type slot/port}

設定するレイヤ 3 インターフェイスを選択しま
す。

ステップ 2 Router(config-if)# mls netflow sampling NetFlow フロー サンプリングをレイヤ 3 インター
フェイス上でイネーブルにします。

Router(config-if)# no mls netflow sampling NetFlow フロー サンプリングをレイヤ 3 インター
フェイス上でディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

Router(config)# ip flow-export source {{vlan vlan_ID} 
| {type slot/port} | {port-channel number} | 
{loopback number}} 

RP からの統計情報を含む NDE パケットの送信元として
使用されるインターフェイスを設定します。

Router(config)# no ip flow-export source NDE 送信元インターフェイスの設定を消去します。
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NDE の設定
RP NDE 送信元レイヤ 3 インターフェイスを設定する際は、次の点に注意してください。

 • IP アドレスが設定されているインターフェイスを選択する必要があります。

 • ループバック インターフェイスを使用できます。

次に、ループバック インターフェイスを NDE フロー送信元として設定する例を示します。

Router(config)# ip flow-export source loopback 0 
Router(config)#

NDE の宛先の設定

NDE 統計を受信するように宛先 IP アドレスおよび UDP ポートを設定するには、次の作業を行い
ます。

（注） Netflow の複数のエクスポート先 — 冗長 NDE データ ストリームを設定し、完全な Netflow データ
が受信される確率を高めるには、ip flow-export destination コマンドを 2 度入力し、それぞれのコ
マンドで別の宛先 IP アドレスを設定します。2 つの宛先を設定すると、データ レコードを 2 回エ
クスポートするため、RP CPU の使用率が増えます。

次に、NDE フローの宛先 IP アドレスおよび UDP ポートを設定する例を示します。

Router(config)# ip flow-export destination 172.20.52.37 200 

（注） 宛先アドレスおよび UDP ポート番号は NVRAM に保持され、NDE をディセーブルにして再びイ
ネーブルにした場合、またはスイッチの電源をオフ / オンした場合にも、削除されずに残りま
す。NetFlow FlowCollector アプリケーションを使用してデータ収集を行う場合は、設定した UDP 
ポート番号が、FlowCollector の /opt/csconfc/config/nfconfig.file ファイルに示されているポート番
号と同じであることを確認してください。

NetFlow サンプリングの設定

RP は、ソフトウェアがルーティングしたトラフィックの NetFlow サンプリングをサポートしま
す。

詳細は『Cisco IOS NetFlow Configuration Guide』を参照してください。

コマンド 目的

Router(config)# ip flow-export destination ip_address 
udp_port_number [vrf vrf_name]

NDE の宛先 IP アドレスおよび UDP ポートを設定します。

（任意）VPN ルーティング / 転送テーブル名を指定しま
す。

Router(config)# no ip flow-export destination 
ip_address udp_port_number [vrf vrf_name]

NDE の宛先の設定を消去します。
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NDE の設定 
入力ブリッジド IP トラフィックに対する NDE のイネーブル化

PFC3A モードを除き、NDE は入力ブリッジド IP トラフィックをサポートします。PFC3A モード
では、ブリッジド IP トラフィックに対する NDE はサポートされません。

VLAN で NetFlow をイネーブルにすると、NDE はデフォルトでイネーブルになっています。詳細
については、「レイヤ 3 インターフェイスでの NetFlow の設定」（p.55-11）を参照してください。

VLAN 上の入力ブリッジド IP トラフィックに対して NDE をディセーブルにするには、次の作業
を行います。

次に、VLAN 200 上の入力ブリッジド IP トラフィックに対して、NDE をイネーブルにする例を示
します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# ip flow export layer2-switched vlan 200 

NDE アドレスおよびポートの設定の表示

NDE アドレスおよびポートの設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、NDE エクスポート フローの送信元 IP アドレス、および UDP ポートの設定を表示する例を
示します。

Router# show mls nde 
Netflow Data Export enabled
 Exporting flows to  10.34.12.245 (9999)
 Exporting flows from 10.6.58.7 (55425)
 Version: 7
 Include Filter not configured
 Exclude Filter is:
   source:  ip address 11.1.1.0, mask 255.255.255.0
 Total Netflow Data Export Packets are:

コマンド 目的

Router(config)# ip flow export layer2-switched 
vlan vlan_ID[-vlan_ID] [, vlan_ID[-vlan_ID]] 

指定の VLAN 上の入力ブリッジド IP トラフィックに対し
て NDE をイネーブルにします（ip flow ingress 
layer2-switched vlan コマンドを入力するとデフォルトで
イネーブル化されます）。

（注） VLAN 上での入力ブリッジド IP トラフィックに対
して NDE を使用するには、mls nde sender コマン
ドを使用して、PFC 上で NDE をイネーブルにす
る必要があります。

Router(config)# no ip flow export layer2-switched 
vlan vlan_ID[-vlan_ID] [, vlan_ID[-vlan_ID]] 

指定の VLAN 上での入力ブリッジド IP トラフィックに対
して NDE をディセーブルにします。

コマンド 目的

Router# show mls nde NDE エクスポート フローの IP アドレス、UDP ポート、
および NDE 送信元インターフェイスの設定など、ハード
ウェア フローの NDE 情報を表示します。

Router# show ip flow export NDE エクスポート フローの IP アドレス、UDP ポート、
および NDE 送信元インターフェイスの設定など、ソフト
ウェア フローの NDE 情報を表示します。
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NDE の設定
    49 packets, 0 no packets, 247 records
 Total Netflow Data Export Send Errors:
        IPWRITE_NO_FIB = 0
        IPWRITE_ADJ_FAILED = 0
        IPWRITE_PROCESS = 0
        IPWRITE_ENQUEUE_FAILED = 0
        IPWRITE_IPC_FAILED = 0
        IPWRITE_OUTPUT_FAILED = 0
        IPWRITE_MTU_FAILED = 0
        IPWRITE_ENCAPFIX_FAILED = 0
 Netflow Aggregation Enabled
   source-prefix aggregation export is disabled
   destination-prefix aggregation exporting flows to 10.34.12.245 (9999)
10.34.12.246 (9909)
      exported 84 packets, 94 records
   prefix aggregation export is disabled
Router# 

次に、NDE エクスポート フローの IP アドレス、UDP ポート、および NDE 送信元インターフェ
イスの設定を表示する例を示します。

Router# show ip flow export 
Flow export is enabled
  Exporting flows to 172.20.52.37 (200)
  Exporting using source interface FastEthernet5/8
  Version 1 flow records
  0 flows exported in 0 udp datagrams
  0 flows failed due to lack of export packet
  0 export packets were sent up to process level
  0 export packets were dropped due to no fib
  0 export packets were dropped due to adjacency issues
Router# 

NDE フロー フィルタの設定

ここでは、NDE フロー フィルタについて説明します。

 • NDE フロー フィルタの概要（p.56-16）
 • ポート フロー フィルタの設定（p.56-17）
 • ホストおよびポート フィルタの設定（p.56-17）
 • ホスト フロー フィルタの設定（p.56-17）
 • プロトコル フロー フィルタの設定（p.56-17）

NDE フロー フィルタの概要

デフォルトでは、フィルタを設定しないかぎり、すべての期限切れフローがエクスポートされま
す。フィルタを設定すると、期限切れになって消去されたフローのうち、指定されたフィルタ基
準に合うフローだけがエクスポートされます。フィルタ値は NVRAM に保存され、NDE をディ
セーブルにしても消去されません。

NDE フロー フィルタの設定を表示するには、show mls nde コマンドを使用します（「NDE 設定の
表示」[p.56-18] を参照）。
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NDE の設定 
ポート フロー フィルタの設定

宛先または送信元のポート フロー フィルタを設定するには、次の作業を行います。

次に、宛先ポート 23 への期限切れフローだけがエクスポートされるように、ポート フロー フィ
ルタを設定する例を示します（フロー マスクは full に設定されているものと想定します）。

Router(config)# mls nde flow include dest-port 23 
Router(config)#

ホストおよびポート フィルタの設定

ホストおよび TCP/UDP ポート フロー フィルタを設定するには、次の作業を行います。

次に、ホスト 171.69.194.140 から宛先ポート 23 への期限切れフローだけがエクスポートされるよ
うに、送信元ホストおよび宛先 TCP/UDP ポート フロー フィルタを設定する例を示します（フ
ロー マスクは ip-flow に設定されているものと想定します）。

Router(config)# mls nde flow include source 171.69.194.140 255.255.255.255 dest-port 23 

ホスト フロー フィルタの設定

宛先または送信元のホスト フロー フィルタを設定するには、次の作業を行います。

次に、ホスト 172.20.52.37 へのフローだけがエクスポートされるように、ホスト フロー フィルタ
を設定する例を示します。

Router(config)# mls nde flow include destination 172.20.52.37 255.255.255.225 
Router(config)# 

プロトコル フロー フィルタの設定

プロトコル フロー フィルタを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

Router(config)# mls nde flow {exclude | include} 
{dest-port number | src-port number}

NDE フローのポート フロー フィルタを設定します。

Router(config)# no mls nde flow {exclude | include} ポート フロー フィルタの設定を消去します。

コマンド 目的

Router(config)# mls nde flow {exclude | include} 
{destination ip_address mask | source ip_address mask 
{dest-port number | src-port number}}

NDE フローのホストおよびポート フロー フィルタを設
定します。

Router(config)# no mls nde flow {exclude | include} ポート フロー フィルタの設定を消去します。

コマンド 目的

Router(config)# mls nde flow {exclude | include} 
{destination ip_address mask | source ip_address mask 
| protocol {tcp {dest-port number | src-port number} 
| udp {dest-port number | src-port number}}

NDE フローのホスト フロー フィルタを設定します。

Router(config)# no mls nde flow {exclude | include} ポート フィルタの設定を消去します。
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NDE の設定
次に、宛先ポート 35 からの期限切れフローだけがエクスポートされるように、TCP プロトコル 
フロー フィルタを設定する例を示します。

Router(config)# mls nde flow include protocol tcp dest-port 35 
Router(config)#

NDE フロー フィルタのステータスを表示するには、show mls nde コマンドを使用します（「NDE 
設定の表示」[p.56-18]  を参照）。

NDE 設定の表示 
NDE の設定を表示するには、次の作業を行います。

次に、NDE の設定を表示する例を示します。

Router# show mls nde 
 Netflow Data Export enabled
 Exporting flows to  10.34.12.245 (9988)  10.34.12.245 (9999)
 Exporting flows from 10.6.58.7 (57673)
 Version: 7
 Include Filter not configured
 Exclude Filter not configured
 Total Netflow Data Export Packets are:
    508 packets, 0 no packets, 3985 records
 Total Netflow Data Export Send Errors:
        IPWRITE_NO_FIB = 0
        IPWRITE_ADJ_FAILED = 0
        IPWRITE_PROCESS = 0
        IPWRITE_ENQUEUE_FAILED = 0
        IPWRITE_IPC_FAILED = 0
        IPWRITE_OUTPUT_FAILED = 0
        IPWRITE_MTU_FAILED = 0
        IPWRITE_ENCAPFIX_FAILED = 0
 Netflow Aggregation Enabled 
Router# 

コマンド 目的

Router(config)# mls nde flow {exclude | include} 
protocol {tcp {dest-port number | src-port number} | 
udp {dest-port number | src-port number}}

NDE フローのプロトコル フロー フィルタを設定します。

Router(config)# no mls nde flow {exclude | include} ポート フィルタの設定を消去します。

コマンド 目的

Router# show mls nde NDE の設定を表示します。
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ローカル SPAN、RSPAN、および 
ERSPAN の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX でローカル Switched Port Analyzer（SPAN; スイッ
チド ポート アナライザ）、Remote SPAN（RSPAN）、および Encapsulated RSPAN（ERSPAN）を
設定する手順について説明します。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • SPA ポートおよび FlexWAN ポートは、SPAN、RSPAN、または ERSPAN をサポートしませ
ん。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要（p.57-1）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項（p.57-7）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定（p.57-13）

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要
ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の機能について説明します。

 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要（p.57-1）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の送信元（p.57-6）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の宛先（p.57-7）

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要

SPAN は、1 つ以上の CPU、1 つ以上のポート、1 つ以上の EtherChannel、または 1 つ以上の 
VLAN からトラフィックをコピーし、SwitchProbe デバイスまたは他の Remoter Monitoring

（RMON）プローブなどのネットワーク アナライザが分析できるように、1 つ以上の宛先にコ
ピーしたトラフィックを送信します。

SPAN は、送信元上のトラフィックのスイッチングには影響しません。その宛先は、SPAN 専用
に設定する必要があります。SPAN により生成されたトラフィックのコピーは、スイッチ リソー
スのユーザ トラフィックと競合します。
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要
ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要を説明します。

 • ローカル SPAN の概要（p.57-2）
 • RSPAN の概要（p.57-3）
 • ERSPAN の概要（p.57-4）
 • SPAN 送信元でモニタされるトラフィックの概要（p.57-4）

ローカル SPAN の概要

ローカル SPAN セッションは、送信元ポートおよび送信元 VLAN と、1 つまたは複数の宛先を対
応付けます。ローカル SPAN セッションを単一のスイッチに設定します。ローカル SPAN には、
個別の送信元および宛先のセッションはありません。

ローカル SPAN セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートからローカルに
送信された RSPAN トラフィックをコピーしません。ローカル SPAN セッションは、送信元ポー
トからローカルに送信された RSPAN VLAN GRE（総称ルーティング カプセル化）カプセル化ト
ラフィックをコピーしません。

各ローカル SPAN セッションは、ポートまたは VLAN のいずれかを送信元とすることができます
が、両方を送信元にすることはできません。

ローカル SPAN は、任意の VLAN 上の 1 つまたは複数の送信元ポートからのトラフィック、ある
いは 1 つまたは複数の VLAN からのトラフィックを分析するために宛先へコピーします（図 57-1 
を参照）。たとえば、図 57-1 に示すように、イーサネット ポート 5（送信元ポート）上の全トラ
フィックが、イーサネット ポート 10 にコピーされます。イーサネット ポート 10 のネットワーク 
アナライザは、イーサネット ポート 5 に物理的に接続していなくても、このポートからのあらゆ
るトラフィックを受信することができます。

図 57-1 SPAN の設定例
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要   
RSPAN の概要

RSPAN は、様々なスイッチ上の送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先をサポートし、ネッ
トワーク全体に存在する複数のスイッチをリモート モニタします（図 57-2 を参照）。RSPAN は
レイヤ 2 VLAN を使用して、スイッチ間で SPAN トラフィックを伝送します。

RSPAN は、RSPAN 送信元セッション、RSPAN VLAN、および RSPAN 宛先セッションで構成さ
れています。RSPAN の送信元セッションと宛先セッションを、様々なスイッチ上で個別に設定
します。RSPAN 送信元セッションを 1 つのスイッチ上で設定するには、送信元ポートまたは 
VLAN のセットを RSPAN VLAN に対応付けます。RSPAN 宛先セッションを別のスイッチ上で設
定するには、宛先を RSPAN VLAN に対応付けます。

各 RSPAN セッション用のトラフィックは、ユーザ固有の RSPAN VLAN（すべての参加スイッチ
でその RSPAN セッション専用となっている）経由で、レイヤ 2 の非ルーティング トラフィック
として伝送されます。すべての参加スイッチはレイヤ 2 にトランク接続される必要があります。

RSPAN 送信元セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートからローカルに送
信される RSPAN VLAN トラフィックをコピーしません。RSPAN 送信元セッションは、送信元
ポートからローカルに送信された RSPAN GRE カプセル化トラフィックをコピーしません。

各 RSPAN 送信元セッションは、ポートまたは VLAN のいずれかを送信元とすることができます
が、両方を送信元にすることはできません。

RSPAN 送信元セッションは、送信元ポートまたは送信元 VLAN からのトラフィックをコピーし
て、RSPAN VLAN のトラフィックを RSPAN 宛先セッションにスイッチングします。RSPAN 宛
先セッションでは、トラフィックを宛先にスイッチングします。

図 57-2 RSPAN の設定
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要
ERSPAN の概要

ERSPAN は、様々なスイッチ上の送信元ポート、送信元 VLAN、および宛先をサポートし、ネッ
トワーク全体に存在する複数のスイッチをリモート モニタします（図 57-3 を参照）。ERSPAN は 
GRE トンネルを使用し、スイッチ間でトラフィックを伝送します。

ERSPAN は、ERSPAN 送信元セッション、ルーティング可能な ERSPAN GRE カプセル化トラ
フィック、および ERSPAN 宛先セッションで構成されています。ERSPAN の送信元セッション
と宛先セッションを、様々なスイッチ上で個別に設定します。

ERSPAN 送信元セッションを 1 つのスイッチ上で設定するには、送信元ポートまたは VLAN の
セットを宛先 IP アドレス、ERSPAN ID 番号、およびオプションとして VRF（VPN ルーティング
/ 転送）名に対応付けます。ERSPAN 宛先セッションを別のスイッチ上で設定するには、宛先を
送信元 IP アドレス、ERSPAN ID 番号、およびオプションとして VRF 名に対応付けます。

ERSPAN 送信元セッションは、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートからローカルに
送信される RSPAN VLAN トラフィックをコピーしません。ERSPAN 送信元セッションは、送信
元ポートからローカルに送信された ERSPAN GRE カプセル化トラフィックをコピーしません。

各 ERSPAN 送信元セッションは、ポートまたは VLAN のいずれかを送信元とすることができま
すが、両方を送信元にすることはできません。

ERSPAN 送信元セッションは、送信元ポートまたは送信元 VLAN からのトラフィックをコピーし
て、ルーティング可能な GRE カプセル化パケットを使用することでこのトラフィックを 
ERSPAN 宛先セッションに転送します。ERSPAN 宛先セッションでは、トラフィックを宛先にス
イッチングします。

図 57-3 ERSPAN のデフォルト設定

SPAN 送信元でモニタされるトラフィックの概要

ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 送信元によってモニタが可能なトラフィッ
クについて説明します。

 • モニタ対象トラフィックの方向（p.57-5）
 • モニタ対象トラフィック タイプ（p.57-5）
 • 重複トラフィック（p.57-5）
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要   
モニタ対象トラフィックの方向

ローカル SPAN セッション、RSPAN 送信元セッション、および ERSPAN 送信元セッションを設
定して、次のトラフィックをモニタできます。

 • 入力トラフィック

 – 呼び出された入力 SPAN
 – 送信元が受信するトラフィックをコピーします（入力トラフィック）。

 – 入力トラフィックは、コピーされるスーパーバイザ エンジン SPAN ASIC に送信されま
す。

 • 出力トラフィック

 – 呼び出された出力 SPAN
 – 送信元から送信するトラフィックをコピーします（出力トラフィック）。

 – 分散型出力 SPAN モード — Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、一部のファブリッ
ク対応スイッチング モジュールで、スイッチング モジュール SPAN ASIC によって出力
トラフィックをローカルにコピーし、SPAN 宛先に送信できます。分散型出力 SPAN 
モードをサポートするスイッチング モジュールについては、「分散型出力 SPAN モード
の注意事項および制約事項」（p.57-13）を参照してください。

 – 集中型出力 SPAN モード — 他のすべてのスイッチング モジュールでは、出力トラフィッ
クがコピーされるスーパーバイザ エンジン SPAN ASIC に送信され、さらに SPAN 宛先に
送信されます。

 – 設定手順については、「出力 SPAN モードの設定（任意）」（p.57-17）を参照してくださ
い。

 • 両方

 – 受信トラフィックと送信トラフィックの両方をコピーします（入力および出力トラ
フィック）。

 – 入力トラフィックと出力トラフィックのいずれも、コピーされるスーパーバイザ エンジ
ン SPAN ASIC に送信されます。

モニタ対象トラフィック タイプ

デフォルトでは、ローカル SPAN および ERSPAN は、マルチキャストおよび Bridge Protocol Data 
Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）フレームを含めて、すべてのトラフィック
をモニタします。RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

重複トラフィック

設定によっては、SPAN が同じ送信元のトラフィックの複数のコピーを、宛先に送信します。た
とえば、s1 と s2 という 2 つの SPAN 送信元から、d1 という SPAN 宛先ポートに対して両方向の 
SPAN セッション（入力および出力の両方）が設定されていて、パケットが s1 経由でスイッチに
入り、そのスイッチから s2 へ出力されるように送信される場合、s1 における入力 SPAN はパ
ケットのコピーを SPAN 宛先ポートの d1 に送信し、s2 における出力 SPAN も、パケットのコ
ピーを SPAN 宛先ポートの d1 に送信します。パケットが s1 から s2 へスイッチングされたレイヤ 
2 だった場合、両方の SPAN パケットは同一になります。パケットが s1 から s2 へスイッチングさ
れたレイヤ 3 だった場合、レイヤ 3 の書き換えは送信元と宛先のレイヤ 2 アドレスを変更し、こ
の場合、SPAN パケットは異なるものになります。
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第 57 章      ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定           

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の概要
ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の送信元

ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の送信元について説明します。

 • 送信元 CPU（p.57-6）
 • 送信元ポートおよび EtherChannel（p.57-6）
 • 送信元 VLAN（p.57-6）

送信元 CPU
送信元 CPU は、トラフィック分析のためにモニタ対象になる CPU です。Release 12.2(33)SXH 以
降のリリースでは、SP CPU と RP CPU の両方を SPAN 送信元として設定できます。次に、CPU 
モニタリングで生成されるデータでできることの例を示します。

 • CPU トラフィックに関するベースライン情報の開発

 • CoPP ポリシーの作成時に使用する情報の開発

 • CPU 関連の問題（たとえば、CPU の高利用率）のトラブルシューティング

（注） • CPU SPAN は、CPU 自身のボードからではなく、CPU トラフィックを送受信する ASIC の観
点から CPU トラフィックをモニタします。

 • CPU とやりとりするトラフィックには、VLAN ID のタグが付けられます。CPU トラフィッ
クの送信元 VLAN フィルタリングが設定可能です。

送信元ポートおよび EtherChannel
送信元ポートまたは EtherChannel は、トラフィック分析のためにモニタ対象になるポートまたは 
EtherChannel です。レイヤ 2 およびレイヤ 3 のポートと EtherChannel はいずれも、SPAN 送信元と
して設定できます。SPAN は、1 つまたは複数の送信元ポートまたは EtherChannel を、単一の 
SPAN セッションでモニタできます。任意の VLAN のポートまたは EtherChannel を SPAN 送信元
として設定できます。トランク ポートまたは EtherChannel は、送信元および非トランク送信元と
の混在として設定できます。

（注） SPAN は、トランク送信元からのカプセル化をコピーしません。SPAN 宛先をトランクとして設
定し、分析用に送信される前に、監視対象トラフィックにタグを付けることができます。

送信元 VLAN
送信元 VLAN は、トラフィック分析のためにモニタ対象になる VLAN です。VLAN ベースの 
SPAN（VSPAN）は、VLAN を SPAN 送信元として使用します。送信元 VLAN のすべてのポート
および EthernetChannel は、SPAN トラフィックの送信元になります。

（注） 送信元 VLAN 上のレイヤ 3 VLAN インターフェイスは、SPAN トラフィックの送信元ではありま
せん。レイヤ 3 VLAN インターフェイスを介して VLAN に入ってくるトラフィックは、送信元 
VLAN にある出力ポートまたは EtherChannel を介してスイッチから送信されるときにモニタされ
ます。
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項   
ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の宛先

SPAN 宛先は、レイヤ 2 やレイヤ 3 ポート、または Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは 
EtherChannel で、これらに対してローカル SPAN、RSPAN、または ERSPAN が分析用のトラ
フィックを送信します。ポートまたは EtherChannel を SPAN の宛先として設定すると、その宛先
は SPAN 機能によってのみ使用される専用の宛先になります。

宛先 EtherChannel は、PAgP または LACP EtherChannel プロトコルをサポートしません。すべての 
EtherChannel プロトコルのサポートがディセーブルになっているときだけ、オン モードがサポー
トされます。

宛先 EtherChannel のメンバ リンクが EtherChannel をサポートするデバイスの接続される場合、要
件はありません。たとえば、メンバ リンクを別個のネットワーク アナライザに接続できます。
EtherChannel についての詳細は、第 15 章「EtherChannel の設定」を参照してください。

デフォルトでは、宛先はトラフィックを受信できません。Release 12.2(33)SXH 以降のリリースで
は、任意の接続デバイスからトラフィックを受信するようにレイヤ 2 宛先を設定できます。

デフォルトでは、宛先は SPAN 以外のトラフィックを送信しません。トラフィックを受信するよ
うに設定してあるレイヤ 2 宛先は、宛先に接続されているデバイスのレイヤ 2 アドレスを学習
し、そのデバイスに宛てたトラフィックを送信するように設定できます。

トランクは宛先として設定でき、これによってトランク宛先がカプセル化トラフィックを送信で
きるようになります。許可された VLAN リストを使用して、宛先トランク VLAN フィルタリン
グを設定できます。

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の
注意事項および制約事項

ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定に関する注意事項および制約事項に
ついて説明します。

 • 機能の非互換性（p.57-7）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN セッションの制限（p.57-8）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN インターフェイスの制限（p.57-9）
 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の注意事項および制約事項（p.57-9）
 • VSPAN に関する注意事項および制約事項（p.57-10）
 • RSPAN に関する注意事項および制約事項（p.57-11）
 • ERSPAN に関する注意事項および制約事項（p.57-11）
 • 分散型出力 SPAN モードの注意事項および制約事項（p.57-13）

機能の非互換性

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN には、次のような機能の非互換性問題が存在します。

 • 出力 SPAN は出力マルチキャスト モードではサポートされていません（CSCsa95965）。
 • UUFB ポートは、RSPAN またはローカル SPAN 出力専用宛先として使用することはできませ

ん（CSCsj27695）。
 • PFC3 モードと PEC3CXL モード以外では、EoMPLS ポートを SPAN 送信元として使用するこ

とはできません（CSCed51245）。
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第 57 章      ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定           

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項
 • ポートチャネル インターフェイス（EtherChannel）は SPAN 送信元として使用できますが、
EtherChannel のアクティブなメンバー ポートを SPAN 送信元ポートとして設定することはで
きません。EtherChannel の非アクティブ メンバー ポートは SPAN 送信元として設定できます
が、これらのポートは中断ステートになり、トラフィックを伝送しません。

 • 次の機能は、SPAN 宛先との互換性がありません。

 – プライベート VLAN
 – IEEE 802.1X ポートベースの認証

 – ポート セキュリティ

 – Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）および関連機能（PortFast、
PortFast BPDU フィルタリング、BPDU ガード、UplinkFast、BackboneFast、EtherChannel 
ガード、ルート ガード、ループ ガード）

 – VLAN Trunking Protocol（VTP; VLAN トランキング プロトコル）

 – Dynamic Trunking Protocol（DTP; ダイナミック トランキング プロトコル）

 – IEEE 802.1Q トンネリング

（注） SPAN 宛先は、IEEE 802.3Z フロー制御に関与できます。

（注） 出力パケット レプリケーションを使用している IP マルチキャスト スイッチングは、SPAN との
互換性がありません。一部の場合、出力レプリケーションでは、SPAN 宛先ポートにマルチキャ
スト パケットが送信されない結果となることがあります。SPAN を使用していて、スイッチング 
モジュールが出力レプリケーションに対応している場合、出力レプリケーションを強制するに
は、mls ip multicast replication-mode ingress コマンドを入力します。

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN セッションの制限

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、次の項目が PFC3 ローカル SPAN、RSPAN、および 
ERSPAN セッションの制限となります。

総セッション
数

ローカルおよび送信元セッション 宛先セッション

ローカル SPAN、 
RSPAN 送信元、 
ERSPAN 送信元 
入力または出力またはその
両方 ローカル SPAN 出力専用 RSPAN ERSPAN

80 2 14 64 23
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項   
ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN インターフェイスの制
限

Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、次の項目が PFC3 ローカル SPAN、RSPAN、および 
ERSPAN 送信元および宛先インターフェイスの制限となります。

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の注意事項および制約
事項

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN には、次の注意事項および制約事項が適用されます。

 • 1 つの出力 SPAN 送信元ポートからトラフィックをコピーした SPAN 宛先は、出力トラ
フィックのみをネットワーク アナライザに送信します。複数の出力 SPAN 送信元ポートを設
定している場合、ネットワーク アナライザに送信されるトラフィックに、出力 SPAN 送信元
ポートから受信した特定タイプの入力トラフィックも含まれます。この入力トラフィックの
タイプは次のとおりです。

 – VLAN 上でフラッディングしたすべてのユニキャスト トラフィック

 – ブロードキャストおよびマルチキャスト トラフィック

この状況が発生するのは、出力 SPAN 送信元ポートはこれらのトラフィック タイプを VLAN 
から受信したあと、自身がトラフィックの送信元であることを認識し、受信したトラフィッ
クの送信元にこのトラフィックを返送せず、ドロップしてしまうためです。SPAN はドロッ
プする前にこのトラフィックをコピーし、SPAN 宛先に送信します。（CSCds22021）

 • monitor session コマンドを追加して入力しても、前に設定した SPAN パラメータは消去され
ません。設定済みの SPAN パラメータを削除するには、no monitor session コマンドを使用す
る必要があります。

 • ネットワーク アナライザを SPAN 宛先に接続します。

 • SPAN セッション内では、送信元 VLAN フィルタリングが SPAN 送信元で設定されている場
合を除き、すべての SPAN 送信元からの全トラフィックを、すべての SPAN 宛先が受信しま
す。

 • 宛先 トランク VLAN フィルタリングが SAPN 宛先から送信されたトラフィックを選択するよ
うに設定できます。

 • レイヤ 2 LAN ポート（switchport コマンドを使用して設定された LAN ポート）とレイヤ 3 
LAN ポート（switchport コマンドで設定されていないポート）の両方を送信元または宛先と
して設定できます。

 • 1 つのセッションに、個別の送信元ポートおよび送信元 VLAN を混在させることはできませ
ん。

各ローカル 
SPAN セッショ
ン

各 RSPAN 送信
元セッション

各 ERSPAN 送
信元セッション

各 RSPAN 宛先
セッション

各 ERSPAN 宛
先セッション

出力または「両方」の送信
元

128 128 128 — —

入力送信元 128 128 128 — —

RSPAN および ERSPAN 宛
先セッションの送信元

— — — 1 RSPAN VLAN 1 IP アドレス

セッションごとの宛先 64 1 RSPAN VLAN 1 IP アドレス 64 64
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第 57 章      ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定           

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項
 • 複数の入力送信元ポートを指定する場合、各ポートはそれぞれ異なる VLAN に属するもので
あってもかまいません。

 • セッション内では、SPAN 送信元として VLAN を設定することと、送信元 VLAN フィルタリ
ングを実行することは、両方一度にはできません。SPAN 送信元として VLAN を設定するこ
と、または送信元ポートおよび EtherChannel からのトラフィックの送信元 VLAN フィルタリ
ングを実行することは可能ですが、同一セッション内で両方を行うことはできません。

 • 内部 VLAN に対して送信元 VLAN フィルタリングを設定することはできません。

 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN をイネーブルにすると、すでに入力された設定が
あれば、その設定が使用されます。

 • 送信元を指定し、トラフィックの方向（入力、出力、または両方）を指定しない場合、「両
方」がデフォルトで使用されます。

 • SPAN は、レイヤ 2 イーサネット フレームをコピーしますが、SPAN は送信元トランク ポー
ト ISL（スイッチ間リンク）や 802.1Q タグをコピーしません。宛先をトランクとして設定し
て、ローカルにタグ付けされたトラフィックをトラフィック アナライザに送信できます。

（注） トランクとして設定した宛先は、レイヤ 3 LAN 送信元からのトラフィックを、レイヤ 
3 LAN 送信元によって使用される内部 VLAN としてタグを付けます。

 • ローカル SPAN セッション、RSPAN 送信元セッション、および ERSPAN 送信元セッション
は、RSPAN VLAN を伝送する送信元トランク ポートからローカルに送信された RSPAN 
VLAN トラフィックをコピーしません。

 • ローカル SPAN セッション、RSPAN 送信元セッション、および ERSPAN 送信元セッション
は、送信元ポートからローカルに送信された ERSPAN GRE カプセル化トラフィックをコピー
しません。

 • 1 つのポートまたは EtherChannel は、1 つだけの SPAN セッションに対して SPAN 宛先となる
ことができます。SPAN セッションは、宛先を共有できません。

 • SPAN 宛先は、SPAN 送信元になれません。

 • 宛先は、スパニング ツリー インスタンスには関与しません。ローカル SPAN はモニタ対象ト
ラフィックに BPDU を含めます。したがって、宛先で確認される BPDU は、送信元から送ら
れたものです。RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

 • 出力 SPAN 送信元として設定されているポートからの伝送用にスイッチを経由して転送され
るすべてのパケットは、SPAN 宛先にコピーされます。このパケットには、STP が出力ポー
トをブロッキング ステートにするため出力ポート経由でスイッチから送出されないパケット
や、STP が VLAN をトランク ポートでブロッキング ステートに移行するので、出力トラン
ク ポートにあるパケットが含まれます。

VSPAN に関する注意事項および制約事項

（注） ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN は、すべて VSPAN をサポートします。

ここでは、VSPAN に関する注意事項および制約事項について説明します。

 • VSPAN セッションは、送信元 VLAN フィルタリングをサポートしません。

 • 入力および出力の両方が設定されている VSPAN セッションについては、2 つのパケットが同
じ VLAN でスイッチングされている場合、それらは宛先から（1 つは入力ポートからの入力
トラフィックとして、もう 1 つは出力ポートからの出力トラフィックとして）アナライザに
転送されます。

 • VSPAN は、VLAN 中のレイヤ 2 ポートから出入りするトラフィックのみをモニタします。
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項   
 – VLAN を入力送信元として設定し、トラフィックが、モニタされている VLAN へとルー
ティングされると、そのルーティングされたトラフィックは、VLAN 中のレイヤ 2 ポー
トで受信する入力トラフィックとしてみなされないためモニタされません。

 – VLAN を出力送信元として設定し、トラフィックが、モニタされている VLAN からルー
ティングされると、そのルーティングされたトラフィックは、VLAN 中のレイヤ 2 ポー
トから送信される出力トラフィックとしてみなされないためモニタされません。

RSPAN に関する注意事項および制約事項

ここでは、RSPAN に関する注意事項および制約事項について説明します。

 • すべての参加スイッチはレイヤ 2 トランクによって接続される必要があります。

 • RSPAN VLAN をサポートするネットワーク装置は、RSPAN 中間装置とすることができます。

 • ネットワークが伝送する RSPAN VLAN の数に制限はありません。

 • 中間ネットワーク装置は、サポートすることができる RSPAN VLAN の数を制限することが
あります。

 • すべての送信元、中間、宛先ネットワーク装置において、RSPAN VLAN を設定しなければな
りません。VTP がイネーブルの場合、1 ～ 1024 の番号が付いた VLAN の設定を RSPAN 
VLAN として伝播できます。1024 より大きい番号の VLAN は、すべての送信元、中間、およ
び宛先ネットワーク装置で、RSPAN VLAN として手動で設定する必要があります。

 • VTP および VTP プルーニングをイネーブルにすると、RSPAN トラフィックはトランクでプ
ルーニングされて、RSPAN トラフィックがネットワーク全体に不必要にフラッディングす
るのを防ぎます。

 • RSPAN VLAN は、RSPAN トラフィックに対してのみ使用できます。

 • 管理トラフィックを伝送するのに使用する VLAN を、RSPAN VLAN として設定しないでく
ださい。

 • アクセス ポートを RSPAN VLAN に割り当てないでください。RSPAN は、RSPAN VLAN 中
のアクセス ポートを中断ステートにします。

 • RSPAN トラフィックを伝送するために選択されたトランク ポートを除き、RSPAN VLAN に
はポートを設定しないでください。

 • MAC（メディア アクセス制御）アドレス学習は、RSPAN VLAN でディセーブルにされます。

 • RSPAN 送信元スイッチにある RSPAN VLAN で、出力 Access Control List（ACL; アクセス制
御リスト）を使用して、RSPAN 宛先へ送信されるトラフィックをフィルタリングできます。

 • RSPAN は BPDU モニタをサポートしません。

 • RSPAN VLAN を VSPAN セッション中の送信元として設定しないでください。

 • 参加ネットワーク装置のすべてが RSPAN VLAN の設定をサポートし、参加ネットワーク装
置のすべてで各 RSPAN セッションに対して同じ RSPAN VLAN を使用するかぎり、VLAN を 
RSPAN VLAN として設定できます。

ERSPAN に関する注意事項および制約事項

ここでは、ERSPAN に関する注意事項および制約事項について説明します。

 • WS-SUP720（PFC3A を使用して製造された Supervisor Engine 720）は、ハードウェア バー
ジョン 3.2 以上である場合、ERSPAN のみをサポートします。ハードウェア バージョンを確
認するには、show module version | include WS-SUP720-BASE コマンドを入力してください。
次に例を示します。

Router# show module version | include WS-SUP720-BASE 
 7    2  WS-SUP720-BASE     SAD075301SZ Hw :3.2
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN 設定時の注意事項および制約事項
 • ERSPAN パケットでは、GRE ヘッダー内の [protocol type] フィールドの値は 0x88BE です。

 • レイヤ 3 ERSPAN パケットのペイロードは、コピーされたレイヤ 2 イーサネット フレームか
らすべての ISL または 802.1Q タグを取り除いたものです。

 • ERSPAN は、コピーされた個々のレイヤ 2 イーサネット フレームに 50 バイトのヘッダーを
追加し、4 バイトの Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）トレーラーと置き換えま
す。

 • ERSPAN は、 大 9,202 バイトのレイヤ 3 パケットを保持するジャンボ フレームをサポート
します。コピーされたレイヤ 2 イーサネット フレームの長さが 9,170（9,152 バイトのレイヤ 
3 パケット）を超える場合は、ERSPAN はコピーされたレイヤ 2 イーサネット フレームを切
り捨て、9,202 バイトの ERSPAN レイヤ 3 パケットを作成します。

 • 設定された MTU サイズとは関係なく、ERSPAN は 長 9,202 バイトのレイヤ 3 パケットを作
成します。ERSPAN トラフィックは、MTU サイズを 9,202 バイト未満に規定しているネット
ワーク内のインターフェイスによってドロップされる可能性があります。

 • デフォルトの MTU サイズ（1,500 バイト）の場合、コピーされたレイヤ 2 イーサネット フ
レームの長さが 1,468 バイト（1,450 バイトのレイヤ 3 パケット）を超えると、MTU サイズを 
1,500 バイトに規定しているネットワーク内のインターフェイスによって ERSPAN トラ
フィックはドロップされます。

（注） mtu インターフェイス コマンドおよび system jumbomtu コマンド（「ジャンボ フレー
ムのサポートの設定」[p.8-9] を参照）は、レイヤ 3 パケットの 大サイズを設定しま
す（デフォルト値は 1,500 バイト、 大値は 9,216 バイト）。

 • すべての参加スイッチはレイヤ 3 に接続されている必要があり、ネットワーク パスが 
ERSPAN トラフィックのサイズをサポートしている必要があります。

 • ERSPAN はパケット分割をサポートしません。[do not fragment] ビットは、ERSPAN パケット
の IP ヘッダー内で設定されます。ERSPAN 宛先セッションでは、分割された ERSPAN パ
ケットを再構成できません。

 • ERSPAN トラフィックは、ネットワークのトラフィック負荷条件の影響を受けます。
ERSPAN パケットの IP precedence または DSCP 値を設定することで、QoS において ERSPAN 
トラフィックを優先できます。

 • ERSPAN トラフィックでサポートされる唯一の宛先は、PFC3 上の ERSPAN 宛先セッション
です。

 • スイッチ上のすべての ERSPAN 送信元セッションには、同一の起点 IP アドレスを使用する
必要があります。これは、origin ip address コマンドによって設定します（「ERSPAN 送信元
セッションの設定」[p.57-29] を参照）。

 • スイッチ上のすべての ERSPAN 宛先セッションは、同じ宛先インターフェイス上の同一の IP 
アドレスを使用する必要があります。宛先インターフェイスの IP アドレスは、ip address コ
マンドを使用して入力します（「ERSPAN 宛先セッションの設定」[p.57-31] を参照）。

 • ERSPAN 送信元セッションの宛先 IP アドレス（宛先スイッチのインターフェイス上で設定す
る必要がある）は、ERSPAN 宛先セッションが宛先ポートまで送信するトラフィックの送信
元です。ip address コマンドを使用して、送信元セッションおよび宛先セッションの両方に
同一のアドレスを設定します。

 • ERSPAN ID は、様々な ERSPAN 送信元セッションから送られ、同一の宛先 IP アドレスに到
着した ERSPAN トラフィックを区別します。
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分散型出力 SPAN モードの注意事項および制約事項

ここでは、分散型出力 SPAN モードに関する注意事項および制約事項について説明します。

 • 次のスイッチング モジュールでは、分散型出力 SPAN モードがディセーブルになっていま
す。

 – WS-X6502-10GE
 – WS-X6816-GBIC
 – WS-X6516-GBIC
 – WS-X6516-GE-TX
 – WS-X6524-100FX-MM
 – WS-X6548-RJ-45
 – WS-X6548-RJ-21

次のいずれかスイッチング モジュールが搭載されている場合、出力 SPAN モードが集中管理
されます。

分散型出力 SPAN モードがディセーブルになっているスイッチング モジュールを表示するに
は、show monitor session egress replication-mode | include Operational|slot コマンドを入力しま
す。分散型出力 SPAN モードがディセーブルになっているモジュールが搭載されていない場
合、コマンドでは出力 SPAN 動作モードだけが表示されます。

 • 一部のスイッチング モジュールには、ERSPAN に対する分散型出力 SPAN モードをサポート
しない ASIC があります。

ERSPAN 送信元に対して分散型出力 SPAN モードをサポートしないスイッチング モジュール
のスロット番号を表示するには、show monitor session egress replication-mode | include 
Distributed.*Distributed.*Centralized コマンドを入力します。

ERSPAN 送信元に対して分散型出力 SPAN モードがサポートされないスロットにあるスイッ
チング モジュールの ASIC のバージョンを表示するには、show asic-version slot slot_number コ
マンドを入力します。

Hyperion ASIC バージョン レベル 5.0 以上および Metropolis ASIC のすべてのバージョンは、
ERSPAN 送信元に対する分散型出力 SPAN モードをサポートします。Hyperion ASIC バージョ
ン レベル 5.0 未満のスイッチング モジュールは、ERSPAN 送信元に対する分散型出力 SPAN 
モードをサポートしません。

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定
ここでは、ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定手順について説明します。

 • ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN のデフォルト設定（p.57-14）
 • 無条件トランクとしての宛先の設定（任意）（p.57-14）
 • 宛先トランク VLAN フィルタリングの設定（任意）（p.57-15）
 • 宛先ポートの許可リストの設定（任意）（p.57-16）
 • 出力 SPAN モードの設定（任意）（p.57-17）
 • ローカル SPAN の設定（p.57-18）
 • RSPAN の設定（p.57-23）
 • ERSPAN の設定（p.57-29）
 • グローバル コンフィギュレーション モードでの送信元 VLAN フィルタリングの設定

（p.57-33）
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定
 • 設定の確認（p.57-34）
 • 設定例（p.57-35）

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN のデフォルト設定

無条件トランクとしての宛先の設定（任意）

監視対象トラフィックが宛先から伝送されるときにタグを付けるには、宛先を宛先として設定す
る前に、トランクとして設定します。

宛先をトランクとして設定するには、次の作業を行います。

次に、ポートを無条件 IEEE 802.1Q トランクとして設定する例を示します。

Router(config)# interface fastethernet 5/12 
Router(config-if)# switchport 
Router(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q 

機能
デフォルト
値

ローカル SPAN ディセーブ
ル

RSPAN ディセーブ
ル

ERSPAN ディセーブ
ル

出力 SPAN セッションのデフォルト操作モード

Release 12.2(33)SXH より前のリリース 集中型

Release 12.2(33)SXH 分散型

Release 12.2(33)SXH1 分散型

Release 12.2(33)SXH2 分散型

Release 12.2(33)SXH2a 集中型

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface {type1 slot/port | 
port-channel number}

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport インターフェイスをレイヤ 2 スイッチング用に設
定します（この操作は インターフェイスがレイ
ヤ 2 スイッチング用に設定されていない場合にの
み必要です）。

ステップ 4 Router(config-if)# switchport trunk encapsulation 
{isl | dot1q} 

カプセル化を設定して、インターフェイスを ISL 
または 802.1Q トランクとして設定します。

ステップ 5 Router(config-if)# switchport mode trunk 無条件にインターフェイスをトランクに設定しま
す。
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Router(config-if)# switchport mode trunk 

（注） Release 12.2(33)SXH 以前のリリースでは、宛先ポートを無条件とランクとして設定する場合、
switchport nonegotiate コマンドを入力する必要があります。Release 12.2(33)SXH 以降のリリース
では、この要件は削除されています。

宛先トランク VLAN フィルタリングの設定（任意）

（注） • トランクで VLAN をフィルタリングするだけでなく、許可される VLAN リストをアクセス 
ポートに適用することもできます。

 • 宛先トランク VLAN フィルタリングは、宛先で適用されます。宛先トランク VLAN フィルタ
リングにより、SPAN 送信元から SPAN 宛先に送信されるトラフィックの量が減ることはあ
りません。

宛先がトランクになっている場合、トランクで許可される VLAN のリストを使用して、宛先から
送信されるトラフィックをフィルタできます。（CSCeb01318）
宛先トランク VLAN フィルタリングを使用すると、SPAN セッション内で、すべての宛先がすべ
ての送信元からのすべてのトラフィックを受信するという制約がなくなります。宛先トランク 
VLAN フィルタリングでは、各宛先トランクからネットワーク アナライザに送信されたトラ
フィックを、VLAN 単位で選択できます。

宛先トランクに宛先トランク VLAN フィルタリングを設定するには、次の作業を行います。

宛先トランク ポートで許可される VLAN のリストを設定する際は、次の点に注意してください。

 • vlan パラメータは、1 ～ 4094 の範囲の単一の VLAN 番号、または 2 つの VLAN 番号（小さい
番号が先、ダッシュで区切る）で指定する VLAN 範囲です。カンマで区切った vlan パラメー
タの間、またはダッシュで指定した範囲の間には、スペースを入れないでください。

 • デフォルトでは、すべての VLAN が許可されます。

 • すべての VLAN を許可されたリストから削除するには、switchport trunk allowed vlan none コ
マンドを入力します。

 • VLAN を許可されたリストに追加するには、switchport trunk allowed vlan add コマンドを入
力します。

 • SPAN 設定を削除せずに許可された VLAN リストを変更できます。

次に、複数の VLAN が送信元で複数のトランク ポートが宛先であるローカル SPAN セッション
を設定する例を示します。宛先トランク VLAN フィルタリングは SPAN トラフィックをフィルタ
リングし、各宛先トランク ポートが、1 つの VLAN からトラフィックを伝送します。

interface GigabitEthernet1/1
description SPAN destination interface for VLAN 10

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# interface type1 slot/port 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

設定する宛先トランク ポートを選択します。

ステップ 3 Router(config-if)# switchport trunk allowed vlan 
{add | except | none | remove} 
vlan [,vlan[,vlan[,...]] 

トランク上で許可される VLAN のリストを設定
します。
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 10
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/2
description SPAN destination interface for VLAN 11
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 11
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/3
description SPAN destination interface for VLAN 12
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 12
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface GigabitEthernet1/4
description SPAN destination interface for VLAN 13
no ip address
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 13
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
monitor session 1 source vlan 10 - 13
monitor session 1 destination interface Gi1/1 ñ 4

宛先ポートの許可リストの設定（任意）

ポートを誤って宛先として設定してしまうことがないように、宛先として有効なポートの一覧を
示す許可リストを作成できます。宛先ポートの許可リストを設定すると、許可リスト内のポート
だけが宛先として設定できるようになります。

宛先ポートの許可リストを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor permit-list 宛先ポートの許可リストの使用をイネー
ブルにします。

Router(config)# no monitor permit-list 宛先ポートの許可リストの使用をディ
セーブルにします。
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次の例では、ポート GigabitEthernet 5/1 ～ 5/4、および 6/1 を含む宛先ポート許可リストを設定し
ます。

Router# configure terminal 
Router(config)# monitor permit-list 
Router(config)# monitor permit-list destination interface gigabitethernet 5/1-4, 
gigabitethernet 6/1 

次に、設定を確認する例を示します。

Router(config)# do show monitor permit-list 
 SPAN Permit-list      :Admin Enabled
 Permit-list ports     :Gi5/1-4,Gi6/1

出力 SPAN モードの設定（任意）

Release 12.2(33)SXH、Release 12.2(33)SXH1、Release 12.2(33)SXH2 では、ディセーブルにするス
イッチング モジュールが設定されていない場合、分散型出力 SPAN モードがデフォルトとなりま
す。

Release 12.2(33)SXH2a 以降では、集中型出力 SPNA モードがデフォルトとなります。

分散型出力 SPAN モードをサポートするスイッチング モジュールについては、「分散型出力 
SPAN モードの注意事項および制約事項」（p.57-13）を参照してください。

Release 12.2(33)SXH2a 以降のリリースで出力 SPAN モードを設定するには、次の手順を実行しま
す。

次に、分散型出力 SPAN モードをイネーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# monitor session egress replication-mode distributed 
Router(config)# end 

ステップ 3 Router(config)# monitor permit-list destination 
interface type1 slot/port[-port] [, type1 
slot/port - port]

宛先ポートの許可リストを設定するか、
または既存の宛先ポート許可リストに追
加します。

Router(config)# no monitor permit-list destination 
interface type1 slot/port[-port] [, type1 
slot/port - port] 

既存の宛先ポート許可リストを削除また
は消去します。

ステップ 4 Router(config)# do show monitor permit-list 設定を確認します。

1. type = fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session egress 
replication-mode distributed 

分散型出力 SPAN モードをイネーブルにしま
す。

（注） 集中型出力 SPAN モードをイネーブル
にするには、no monitor session egress 
replication-mode distributed コマンド
を入力します。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。
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Release 12.2(33)SXH、Release 12.2(33)SXH1、および Release 12.2(33)SXH2 で出力 SPAN モードを
設定するには、次の手順を実行します。

次に、分散型出力 SPAN モードをディセーブルにする例を示します。

Router# configure terminal 
Router(config)# monitor session egress replication-mode centralized 
Router(config)# end 

次に、設定された出力 SPAN モードを表示する例を示します。

Router# show monitor session egress replication-mode | include Configured 
Configured mode  : Centralized

ローカル SPAN の設定

ここでは、ローカル SPAN セッションの設定手順について説明します。

 • ローカル SPAN の設定（SPAN コンフィギュレーション モード）（p.57-18）
 • ローカル SPAN の設定（グローバル コンフィギュレーション モード）（p.57-21）

ローカル SPAN の設定（SPAN コンフィギュレーション モード）

（注） モニタ対象トラフィックが宛先ポートを出る際、タグ付けを行うには、宛先ポートを無条件にト
ランクに設定してから、そのポートを宛先として設定します（「無条件トランクとしての宛先の
設定（任意）」[p.57-14] を参照）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session egress 
replication-mode centralized 

集中型出力 SPAN モードをイネーブルにしま
す。

（注） 分散型出力 SPAN モードをイネーブル
にするには、no monitor session egress 
replication-mode centralized コマンド
を入力します。

ステップ 3 Router(config)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。
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SPAN コンフィギュレーション モードでローカル SPAN セッションを設定するには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
local_SPAN_session_number type [local | local-tx]

ローカル SPAN セッション番号を設定し、
ローカル SPAN コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

（注）

 • 入力または出力、またはその両方の 
SPAN セッションを設定するには、local 
キーワードを入力します。

 • 出力のみの SPAN セッションを設定する
には、local-tx キーワードを入力します。

ステップ 3 Router(config-mon-local)# description 
session_description 

（任意）ローカル SPAN セッションの説明を入
力します。

ステップ 4 Router(config-mon-local)# source {cpu {rp | sp}} | 
single_interface | interface_list | interface_range 
| mixed_interface_list | single_vlan | vlan_list | 
vlan_range | mixed_vlan_list} [rx | tx | both] 

ローカル SPAN セッション番号と CPU、送信
元ポート、または VLAN を対応付けて、モニ
タするトラフィックの方向を選択します。

（注）

 • local-tx キーワードを入力するとき、rx お
よび both キーワードは使用できなくな
り、tx キーワードが必要になります。

 • 使用可能 SPAN セッションを 大限に利
用するには、ローカル セッションに tx 
キーワードを付けて使用するよりも、
local-tx セッションを使用してください。

ステップ 5 Router(config-mon-local)# filter single_vlan | 
vlan_list | vlan_range | mixed_vlan_list 

（任意）ローカル SPAN 送信元がトランク 
ポートである場合、送信元 VLAN フィルタリ
ングを設定します。

ステップ 6 Router(config-mon-local)# destination 
{single_interface | interface_list | interface_range 
| mixed_interface_list} [ingress [learning]]

ローカル SPAN セッション番号と宛先を対応
付けます。

ステップ 7 Router(config-mon-local)# no shutdown ローカル SPAN セッションをアクティブにし
ます。

（注） no shutdown コマンドおよび shutdown 
コマンドは、local-tx 出力専用 SPAN 
セッションではサポートされていませ
ん。

ステップ 8 Router(config-mon-local)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。
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モニタ セッションを設定する際は、次の点に注意してください。

 • session_description には、 大 240 文字まで入力できますが、特殊文字は入力できません。
Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、説明にスペースを含めることができます。

（注） description コマンドに続けて、240 文字を入力できます。

 • local_span_session_number は 1 ～ 80 の範囲で指定できます。

 • cpu rp は、ルート プロセッサ（RP）です。

 • cpu sp は、スイッチ プロセッサ（SP）です。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

（注） 宛先ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマ
ンドおよび no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。
「EtherChannel の設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

 • 接続されたデバイスからトラフィックを受信するように宛先を設定するには、ingress キー
ワードを入力します。

 • 宛先からの MAC アドレスの学習をイネーブルにするには、learning キーワードを入力しま
す。この設定により、スイッチは宛先に接続されているデバイスに宛てたトラフィックを送
信できるようになります。

ingress キーワードおよび learning キーワードで宛先を設定するとき、次の点に注意してくだ
さい。

 – レイヤ 2 スイッチング用に宛先を設定します。「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してください。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグ付きトラフィックをスイッチに戻す場合、
ISL または 802.1q トランキングのいずれかを使用できます。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグの付いていないトラフィックをスイッチ
に戻す場合、接続デバイスからのトラフィックを受け入れるように設定されたネイティ
ブ VLAN とともに 802.1q トランキングを使用します。

 – 宛先をレイヤ 3 アドレスで設定しないでください。宛先に接続されたデバイスへのトラ
フィックおよびそのデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN イン
ターフェイスを使用します。
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 – 宛先は、ダウン ステートに保持されます。接続されたデバイスへのトラフィックおよび
接続されたデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN の追加のアク
ティブなレイヤ 2 ポートを設定し、VLAN インターフェイスをアップ ステートに保持し
ます。

次に、セッション 1 がギガビット イーサネット ポート 1/1 からの入力トラフィックをモニタする
ように設定し、さらにギガビット イーサネット ポート 1/2 を宛先として設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 type local 
Router(config-mon-local)# source interface gigabitethernet 1/1 rx 
Router(config-mon-local)# destination interface gigabitethernet 1/2 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

ローカル SPAN の設定（グローバル コンフィギュレーション モード）

（注） • モニタ対象トラフィックが宛先ポートを出る際、タグ付けを行うには、宛先ポートを無条件
にトランクに設定してから、そのポートを宛先として設定します（「無条件トランクとして
の宛先の設定（任意）」[p.57-14] を参照）。

 • グローバル コンフィギュレーション モードでは、2 つまでのローカル SPAN セッションを設
定できます。

 • SPAN コンフィギュレーション モードは、すべての SPAN 設定作業に使用できます。

 • サポートされる 大数の SPAN セッションを設定するには、SPAN コンフィギュレーション 
モードを使用する必要があります。

ローカル SPAN は、個別の送信元および宛先のセッションを使用しません。ローカル SPAN セッ
ションを設定するには、同じセッション番号のローカル SPAN 送信元および宛先を設定します。
ローカル SPAN セッションを設定するには、次の作業を行います。

ローカル SPAN セッションを設定する際は、次の点に注意してください。

 • local_span_session_number は 1 ～ 66 の範囲で指定できます。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
local_span_session_number source {single_interface | 
interface_list | interface_range | mixed_interface_list 
| single_vlan | vlan_list | vlan_range | 
mixed_vlan_list} [rx | tx | both] 

ローカル SPAN 送信元セッション番号と
送信元ポートまたは VLAN を対応付けて、
モニタするトラフィックの方向を選択し
ます。

ステップ 3 Router(config)# monitor session 
local_span_session_number destination {single_interface 
| interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list} [ingress [learning]]

ローカル SPAN セッション番号と宛先
ポートを対応付けます。
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（注） 宛先ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマ
ンドおよび no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。
「EtherChannel の設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

 • 接続されたデバイスからトラフィックを受信するように宛先を設定するには、ingress キー
ワードを入力します。

 • 宛先からの MAC アドレスの学習をイネーブルにするには、learning キーワードを入力しま
す。この設定により、スイッチは宛先に接続されているデバイスに宛てたトラフィックを送
信できるようになります。

ingress キーワードおよび learning キーワードで宛先を設定するとき、次の点に注意してくだ
さい。

 – レイヤ 2 スイッチング用に宛先を設定します。「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してください。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグ付きトラフィックをスイッチに戻す場合、
ISL または 802.1q トランキングのいずれかを使用できます。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグの付いていないトラフィックをスイッチ
に戻す場合、接続デバイスからのトラフィックを受け入れるように設定されたネイティ
ブ VLAN とともに 802.1q トランキングを使用します。

 – 宛先をレイヤ 3 アドレスで設定しないでください。宛先に接続されたデバイスへのトラ
フィックおよびそのデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN イン
ターフェイスを使用します。

 – 宛先は、ダウン ステートに保持されます。接続されたデバイスへのトラフィックおよび
接続されたデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN の追加のアク
ティブなレイヤ 2 ポートを設定し、VLAN インターフェイスをアップ ステートに保持し
ます。

次に、セッション 1 の双方向送信元として、ポート FastEthernet 5/1 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 source interface fastethernet 5/1 

次に、SPAN セッション 1 の宛先として、ポート FastEthernet 5/48 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。
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RSPAN の設定

RSPAN では、1 つのスイッチで送信元セッションを使用し、別のスイッチで宛先セッションを使
用します。ここでは、RSPAN セッションの設定手順について説明します。

 • RSPAN VLAN の設定（p.57-23）
 • RSPAN セッションの設定（SPAN コンフィギュレーション モード）（p.57-23）
 • RSPAN セッションの設定（グローバル コンフィギュレーション モード）（p.57-26）

RSPAN VLAN の設定

VLAN を RSPAN VLAN として設定するには、次の作業を行います。

RSPAN セッションの設定（SPAN コンフィギュレーション モード）

ここでは、SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN セッションの設定手順について説
明します。

 • SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN 送信元セッションの設定（p.57-23）
 • SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN 宛先セッションの設定（p.57-25）

SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN 送信元セッションの設定

SPAN コンフィギュレーション モードで RSPAN 送信元セッションを設定するには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# vlan vlan_ID[{-|,}vlan_ID] 単独のイーサネット VLAN、イーサネット 
VLAN の範囲、またはカンマで区切った複数の
イーサネット VLAN のリストを作成または変更
します（スペースは挿入しないでください）。

ステップ 3 Router(config-vlan)# remote-span VLAN を RSPAN VLAN として設定します。

ステップ 4 Router(config-vlan)# end VLAN データベースを更新して、特権 EXEC 
モードに戻ります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_source_session_number type rspan-source 

RSPAN 送信元セッション番号を設定し、この
セッションに対する RSPAN 送信元セッション コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-mon-rspan-src)# 
description session_description 

（任意）RSPAN 送信元セッションの説明を入力し
ます。

ステップ 4 Router(config-mon-rspan-src)# source 
{{cpu {rp | sp}} | single_interface | 
interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list | single_vlan | vlan_list | 
vlan_range | mixed_vlan_list} [rx | tx | both] 

RSPAN 送信元セッションの番号と CPU、送信元
ポート、または VLAN を対応付けて、モニタす
るトラフィックの方向を選択します。
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RSPAN 送信元セッションを設定するとき、次の点に注意してください。

 • session_description には、 大 240 文字まで入力できますが、特殊文字は入力できません。
Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、説明にスペースを含めることができます。

（注） description コマンドに続けて、240 文字を入力できます。

 • RSPAN_source_span_session_number は 1 ～ 80 の範囲で指定できます。

 • cpu rp は、ルート プロセッサ（RP）です。

 • cpu sp は、スイッチ プロセッサ（SP）です。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

 • RSPAN VLAN ID については、「RSPAN VLAN の設定」（p.57-23）を参照してください。

次の例は、ポート GigabitEthernet 1/1 からの双方向トラフィックをモニタするようにセッション 1 
を設定する方法を示します。

Router(config)# monitor session 1 type rspan-source 
Router(config-mon-rspan-src)# source interface gigabitethernet 1/1 
Router(config-mon-rspan-src)# destination remote vlan 2 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

ステップ 5 Router(config-mon-rspan-src)# filter single_vlan 
| vlan_list | vlan_range | mixed_vlan_list 

（任意）RSPAN 送信元がトランク ポートである
場合、送信元 VLAN フィルタリングを設定しま
す。

ステップ 6 Router(config-mon-rspan-src)# destination 
remote vlan rspan_vlan_ID 

RSPAN 送信元セッションの番号と RSPAN VLAN 
を対応付けます。

ステップ 7 Router(config-mon-rspan-src)# no shutdown RSPAN 送信元セッションをアクティブにします。

ステップ 8 Router(config-mon-rspan-src)# end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的
57-24
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 57 章      ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定

ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定   
SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN 宛先セッションの設定

（注） • モニタ対象トラフィックにタグ付けをするには、ポートを無条件にトランクに設定してか
ら、そのポートを宛先として設定する必要があります（「無条件トランクとしての宛先の設
定（任意）」[p.57-14] を参照）。

 • RSPAN 送信元セッション スイッチ上に RSPAN 宛先セッションを設定して、RSPAN トラ
フィックをローカルにモニタすることができます。

RSPAN 宛先セッションを設定するには、次の作業を行います。

RSPAN 宛先セッションを設定するとき、次の点に注意してください。

 • RSPAN_destination_span_session_number は 1 ～ 80 の範囲で指定できます。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

（注） 宛先ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマ
ンドおよび no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。

「EtherChannel の設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_destination_session_number type 
rspan-destination 

RSPAN 宛先セッション番号を設定し、このセッ
ションに対する RSPAN 宛先セッション コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-mon-rspan-dst)# description 
session_description 

（任意）RSPAN 宛先セッションの説明を入力しま
す。

ステップ 4 Router(config-mon-rspan-dst)# source remote vlan 
rspan_vlan_ID 

RSPAN 宛先セッション番号と RSPAN VLAN を対
応付けます。

ステップ 5 Router(config-mon-rspan-dst)# destination 
{single_interface | interface_list | 
interface_range | mixed_interface_list}} 
[ingress [learning]]

RSPAN 宛先セッション番号と宛先を対応付けま
す。

ステップ 6 Router(config-mon-rspan-dst)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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 • 接続されたデバイスからトラフィックを受信するように宛先を設定するには、ingress キー
ワードを入力します。

 • 宛先からの MAC アドレスの学習をイネーブルにするには、learning キーワードを入力しま
す。この設定により、スイッチは宛先に接続されているデバイスに宛てたトラフィックを送
信できるようになります。

ingress キーワードおよび learning キーワードで宛先を設定するとき、次の点に注意してくだ
さい。

 – レイヤ 2 スイッチング用に宛先を設定します。「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してください。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグ付きトラフィックをスイッチに戻す場合、
ISL または 802.1q トランキングのいずれかを使用できます。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグの付いていないトラフィックをスイッチ
に戻す場合、接続デバイスからのトラフィックを受け入れるように設定されたネイティ
ブ VLAN とともに 802.1q トランキングを使用します。

 – 宛先をレイヤ 3 アドレスで設定しないでください。宛先に接続されたデバイスへのトラ
フィックおよびそのデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN イン
ターフェイスを使用します。

 – 宛先は、ダウン ステートに保持されます。接続されたデバイスへのトラフィックおよび
接続されたデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN の追加のアク
ティブなレイヤ 2 ポートを設定し、VLAN インターフェイスをアップ ステートに保持し
ます。

 • no shutdown コマンドおよび shutdown コマンドは、RSPAN 宛先セッションではサポートさ
れていません。

次に、セッション 1 の送信元として RSPAN VLAN 2 を、宛先としてギガビット イーサネット 
ポート 1/2 を、それぞれ設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 1 type rspan-destination 
Router(config-rspan-dst)# source remote vlan 2 
Router(config-rspan-dst)# destination interface gigabitethernet 1/2 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

RSPAN セッションの設定（グローバル コンフィギュレーション モード）

ここでは、グローバル コンフィギュレーション モードでの RSPAN セッションの設定手順につい
て説明します。

 • グローバル コンフィギュレーション モードでの RSPAN 送信元セッションの設定（p.57-27）
 • グローバル コンフィギュレーション モードでの RSPAN 宛先セッションの設定（p.57-28）
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グローバル コンフィギュレーション モードでの RSPAN 送信元セッションの設定

グローバル コンフィギュレーション モードで RSPAN 送信元セッションを設定するには、次の作
業を行います。

RSPAN 送信元セッションを設定するとき、次の点に注意してください。

 • RSPAN VLAN を設定するには、「RSPAN VLAN の設定」（p.57-23）を参照してください。

 • RSPAN_source_span_session_number は 1 ～ 66 の範囲で指定できます。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

 • RSPAN VLAN ID については、「RSPAN VLAN の設定」（p.57-23）を参照してください。

次に、セッション 2 の送信元として、ポート FastEthernet 5/2 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet 5/2 

次に、RSPAN VLAN 200 をセッション 2 の宛先として設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 200 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_source_session_number source 
{single_interface | interface_list | 
interface_range | mixed_interface_list | 
single_vlan | vlan_list | vlan_range | 
mixed_vlan_list} [rx | tx | both] 

RSPAN 送信元セッションの番号と送信元ポート
または VLAN を対応付けて、モニタするトラ
フィックの方向を選択します。

ステップ 3 Router(config)# monitor session 
RSPAN_source_session_number destination 
remote vlan rspan_vlan_ID 

RSPAN 送信元セッションの番号と RSPAN VLAN 
を対応付けます。
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グローバル コンフィギュレーション モードでの RSPAN 宛先セッションの設定

（注） • モニタ対象トラフィックにタグ付けをするには、ポートを無条件にトランクに設定してか
ら、そのポートを宛先として設定する必要があります（「無条件トランクとしての宛先の設
定（任意）」[p.57-14] を参照）。

 • RSPAN 送信元セッション スイッチ上に RSPAN 宛先セッションを設定して、RSPAN トラ
フィックをローカルにモニタすることができます。

グローバル コンフィギュレーション モードで RSPAN 宛先セッションを設定するには、次の作業
を行います。

モニタ セッションを設定する際は、次の点に注意してください。

 • RSPAN_destination_span_session_number は 1 ～ 66 の範囲で指定できます。

 • RSPAN VLAN ID については、「RSPAN VLAN の設定」（p.57-23）を参照してください。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

（注） 宛先ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマ
ンドおよび no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。
「EtherChannel の設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
RSPAN_destination_session_number source remote 
vlan rspan_vlan_ID 

RSPAN 宛先セッション番号と RSPAN VLAN を対
応付けます。

ステップ 3 Router(config)# monitor session 
RSPAN_destination_session_number destination 
{single_interface | interface_list | 
interface_range | mixed_interface_list} 
[ingress [learning]]

RSPAN 宛先セッション番号と宛先を対応付けま
す。
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 • 接続されたデバイスからトラフィックを受信するように宛先を設定するには、ingress キー
ワードを入力します。

 • 宛先からの MAC アドレスの学習をイネーブルにするには、learning キーワードを入力しま
す。この設定により、スイッチは宛先に接続されているデバイスに宛てたトラフィックを送
信できるようになります。

ingress キーワードおよび learning キーワードで宛先を設定するとき、次の点に注意してくだ
さい。

 – レイヤ 2 スイッチング用に宛先を設定します。「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してください。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグ付きトラフィックをスイッチに戻す場合、
ISL または 802.1q トランキングのいずれかを使用できます。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグの付いていないトラフィックをスイッチ
に戻す場合、接続デバイスからのトラフィックを受け入れるように設定されたネイティ
ブ VLAN とともに 802.1q トランキングを使用します。

 – 宛先をレイヤ 3 アドレスで設定しないでください。宛先に接続されたデバイスへのトラ
フィックおよびそのデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN イン
ターフェイスを使用します。

 – 宛先は、ダウン ステートに保持されます。接続されたデバイスへのトラフィックおよび
接続されたデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN の追加のアク
ティブなレイヤ 2 ポートを設定し、VLAN インターフェイスをアップ ステートに保持し
ます。

次に、RSPAN VLAN 200 をセッション 3 の送信元として設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 3 source remote vlan 200 

次に、セッション 3 の宛先として、ポート FastEthernet 5/47 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 3 destination interface fastethernet 5/47 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

ERSPAN の設定

ERSPAN では、個別の送信元セッションおよび宛先セッションを使用します。送信元セッション
と宛先セッションは、異なるスイッチ上に設定します。ここでは、ERSPAN セッションの設定手
順について説明します。

 • ERSPAN 送信元セッションの設定（p.57-29）
 • ERSPAN 宛先セッションの設定（p.57-31）

ERSPAN 送信元セッションの設定

ERSPAN 送信元セッションを設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを
開始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
ERSPAN_source_session_number type erspan-source 

ERSPAN 送信元セッション番号を設定し、こ
のセッションに対する ERSPAN 送信元セッ
ション コンフィギュレーション モードを開始
します。
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モニタ セッションを設定する際は、次の点に注意してください。

 • session_description には、 大 240 文字まで入力できますが、特殊文字は入力できません。
Release 12.2(33)SXH 以降のリリースでは、説明にスペースを含めることができます。

（注） description コマンドに続けて、240 文字を入力できます。

 • ERSPAN_source_span_session_number は 1 ～ 66 の範囲で指定できます。

 • cpu rp は、ルート プロセッサ（RP）です。

ステップ 3 Router(config-mon-erspan-src)# description 
session_description 

（任意）ERSPAN 送信元セッションの説明を
入力します。

ステップ 4 Router(config-mon-erspan-src)# source 
{{{cpu {rp | sp}} | single_interface | 
interface_list | interface_range | 
mixed_interface_list | single_vlan | vlan_list | 
vlan_range | mixed_vlan_list} [rx | tx | both]} 

ERSPAN 送信元セッションの番号と CPU、送
信元ポート、または VLAN を対応付けて、モ
ニタするトラフィックの方向を選択します。

ステップ 5 Router(config-mon-erspan-src)# filter single_vlan | 
vlan_list | vlan_range | mixed_vlan_list 

（任意）ERSPAN 送信元がトランク ポートで
ある場合、送信元 VLAN フィルタリングを設
定します。

ステップ 6 Router(config-mon-erspan-src)# destination ERSPAN 送信元セッションの宛先コンフィ
ギュレーション モードを開始します。

ステップ 7 Router(config-mon-erspan-src-dst)# ip address 
ip_address 

ERSPAN フローの宛先 IP アドレスを設定しま
す。これは、宛先スイッチのインターフェイ
ス上でも設定する必要があるほか、ERSPAN 
宛先セッションの設定でも入力する必要があ
ります（「ERSPAN 宛先セッションの設定」
[p.57-31] 、ステップ 6 を参照）。

ステップ 8 Router(config-mon-erspan-src-dst)# erspan-id 
ERSPAN_flow_id 

ERSPAN トラフィックを識別するため、送信
元および宛先セッションで使用される ID 番号
を設定します。これは、ERSPAN 宛先セッ
ションの設定でも入力する必要があります

（「ERSPAN 宛先セッションの設定」[p.57-31] 、
ステップ 7 を参照）。

ステップ 9 Router(config-mon-erspan-src-dst)# origin ip address 
ip_address [force]

ERSPAN トラフィックの送信元として使用さ
れる IP アドレスを設定します。

ステップ 10 Router(config-mon-erspan-src-dst)# ip ttl ttl_value （任意）ERSPAN トラフィック内のパケット
の IP Time to Live（TTL）値を設定します。

ステップ 11 Router(config-mon-erspan-src-dst)# ip prec ipp_value （任意）ERSPAN トラフィック内のパケット
の IP precedence 値を設定します。

ステップ 12 Router(config-mon-erspan-src-dst)# ip dscp 
dscp_value 

（任意）ERSPAN トラフィック内のパケット
の IP DSCP 値を設定します。

ステップ 13 Router(config-mon-erspan-src-dst)# vrf vrf_name （任意）グローバル ルーティング テーブルの
代わりに使用する VRF 名を設定します。

ステップ 14 Router(config-mon-erspan-src)# no shutdown ERSPAN 送信元セッションをアクティブにし
ます。

ステップ 15 Router(config-mon-erspan-src-dst)# end コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

コマンド 目的
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 • cpu sp は、スイッチ プロセッサ（SP）です。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

（注） ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマンド
および no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。「EtherChannel の
設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

 • ERSPAN_flow_id は 1 ～ 1023 の範囲で指定できます。

 • 1 つのスイッチのすべての ERSPAN 送信元セッションは、同一の送信元 IP アドレスを使用す
る必要があります。スイッチ上ですべての ERSPAN 送信元セッションに設定された起点 IP 
アドレスを変更するには、origin ip address ip_address force コマンドを入力します。

 • ttl_value は 1 ～ 255 の範囲で指定できます。

 • ipp_value は 0 ～ 7 の範囲で指定できます。

 • dscp_value は 0 ～ 63 の範囲で指定できます。

次の例は、ポート GigabitEthernet 4/1 からの双方向トラフィックをモニタするようにセッション 3 
を設定する方法を示します。

Router(config)# monitor session 3 type erspan-source 
Router(config-mon-erspan-src)# source interface gigabitethernet 4/1 
Router(config-mon-erspan-src)# destination 
Router(config-mon-erspan-src-dst)# ip address 10.1.1.1 
Router(config-mon-erspan-src-dst)# origin ip address 20.1.1.1 
Router(config-mon-erspan-src-dst)# erspan-id 101 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

ERSPAN 宛先セッションの設定

（注） ERSPAN トラフィックをローカルにモニタすることはできません。
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ERSPAN 宛先セッションを設定するには、次の作業を行います。

モニタ セッションを設定する際は、次の点に注意してください。

 • ERSPAN_destination_span_session_number は 1 ～ 66 の範囲で指定できます。

 • single_interface の内容は次のとおりです。

 – interface type slot/port で、type は fastethernet、gigabitethernet、または tengigabitethernet 
です。

 – interface port-channel number

（注） 宛先ポート チャネル インターフェイスは、channel-group group_num mode on コマ
ンドおよび no channel-protocol コマンドで設定する必要があります。
「EtherChannel の設定」（p.15-7）を参照してください。

 • interface_list は single_interface , single_interface , single_interface ... です。

（注） 各リストでは、カンマの前後にスペースを入れる必要があります。各範囲では、ダッ
シュの前後にスペースを入れる必要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session 
ERSPAN_destination_session_number type 
erspan-destination 

ERSPAN 宛先セッション番号を設定し、このセッ
ションに対する ERSPAN 宛先セッション コン
フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-mon-erspan-dst)# description 
session_description 

（任意）ERSPAN 宛先セッションの説明を入力し
ます。

ステップ 4 Router(config-mon-erspan-dst)# destination 
{single_interface | interface_list | 
interface_range | mixed_interface_list}} 
[ingress [learning]]

ERSPAN 宛先セッション番号と宛先を対応付けま
す。

ステップ 5 Router(config-mon-erspan-dst)# source ERSPAN 宛先セッションの送信元コンフィギュ
レーション モードを開始します。

ステップ 6 Router(config-mon-erspan-dst-src)# ip address 
ip_address [force]

ERSPAN フローの宛先 IP アドレスを設定します。
これは、ローカル インターフェイス上のアドレ
スであり、「ERSPAN 送信元セッションの設定」

（p.57-29）のステップ 7 で入力したアドレスと一
致する必要があります。

ステップ 7 Router(config-mon-erspan-dst-src)# erspan-id 
ERSPAN_flow_id 

ERSPAN トラフィックを識別するため、宛先およ
び宛先セッションで使用される ID 番号を設定し
ます。これは、「ERSPAN 送信元セッションの設
定」（p.57-29）、ステップ 8 で入力した ID と一致
する必要があります。

ステップ 8 Router(config-mon-erspan-dst-src)# vrf vrf_name （任意）グローバル ルーティング テーブルの代わ
りに使用する VRF 名を設定します。

ステップ 9 Router(config-mon-erspan-dst)# no shutdown ERSPAN 宛先セッションをアクティブにします。

ステップ 10 Router(config-mon-erspan-dst-src)# end コンフィギュレーション モードを終了します。
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 • interface_range は、interface type slot/first_port - last_port です。

 • mixed_interface_list は、順不同で single_interface , interface_range , ... です。

 • スイッチ上のすべての ERSPAN 宛先セッションは、同じ宛先インターフェイス上の同一の IP 
アドレスを使用する必要があります。スイッチ上ですべての ERSPAN 送信元セッションに設
定された IP アドレスを変更するには、ip address ip_address force コマンドを入力します。

（注） また、すべての ERSPAN 送信元セッションの宛先 IP アドレスを変更する必要があり
ます（「ERSPAN 送信元セッションの設定」[p.57-29] 、ステップ 7 を参照）。

 • ERSPAN_flow_id は 1 ～ 1023 の範囲で指定できます。

 • 接続されたデバイスからトラフィックを受信するように宛先を設定するには、ingress キー
ワードを入力します。

 • 宛先からの MAC アドレスの学習をイネーブルにするには、learning キーワードを入力しま
す。この設定により、スイッチは宛先に接続されているデバイスに宛てたトラフィックを送
信できるようになります。

ingress キーワードおよび learning キーワードで宛先を設定するとき、次の点に注意してくだ
さい。

 – レイヤ 2 スイッチング用に宛先を設定します。「レイヤ 2 スイッチング用の LAN イン
ターフェイスの設定」（p.13-7）を参照してください。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグ付きトラフィックをスイッチに戻す場合、
ISL または 802.1q トランキングのいずれかを使用できます。

 – 宛先がトランクで、接続されたデバイスがタグの付いていないトラフィックをスイッチ
に戻す場合、接続デバイスからのトラフィックを受け入れるように設定されたネイティ
ブ VLAN とともに 802.1q トランキングを使用します。

 – 宛先をレイヤ 3 アドレスで設定しないでください。宛先に接続されたデバイスへのトラ
フィックおよびそのデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN イン
ターフェイスを使用します。

 – 宛先は、ダウン ステートに保持されます。接続されたデバイスへのトラフィックおよび
接続されたデバイスからのトラフィックをルーティングするには、VLAN の追加のアク
ティブなレイヤ 2 ポートを設定し、VLAN インターフェイスをアップ ステートに保持し
ます。

次の例は、IP アドレス 10.1.1.1 に着信した ERSPAN ID 101 トラフィックを、ポート 
GigabitEthernet 2/1 に送信するように ERSPAN 宛先セッションを設定する方法を示します。

Router(config)# monitor session 3 type erspan-destination 
Router(config-erspan-dst)# destination interface gigabitethernet 2/1 
Router(config-erspan-dst)# source 
Router(config-erspan-dst-src)# ip address 10.1.1.1 
Router(config-erspan-dst-src)# erspan-id 101 

追加の例については、「設定例」（p.57-35）を参照してください。

グローバル コンフィギュレーション モードでの送信元 VLAN フィル
タリングの設定

（注） • SPAN コンフィギュレーション モードで送信元 VLAN フィルタリングを設定するには、次を
参照してください。

 – ローカル SPAN の設定（SPAN コンフィギュレーション モード）（p.57-18）
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定
 – SPAN コンフィギュレーション モードでの RSPAN 送信元セッションの設定（p.57-23）
 – ERSPAN の設定（p.57-29）

 • 送信元 VLAN フィルタリングにより、SPAN 送信元から SPAN 宛先に送信されるトラフィッ
クの量が減ります。

送信元 VLAN フィルタリングは、送信元がトランク ポートの場合に特定の VLAN をモニタしま
す。

ローカル SPAN または RSPAN 送信元がトランク ポートである場合、送信元 VLAN フィルタリン
グを設定するには、次の作業を行います。

送信元 VLAN フィルタリングを設定する場合は、次の点に注意してください。

 • single_vlan は、単一の VLAN の ID 番号です。

 • vlan_list は single_vlan , single_vlan , single_vlan ... です。

 • vlan_range は、first_vlan_ID - last_vlan_ID です。

 • mixed_vlan_list は、順不同で single_vlan , vlan_range , ... です。

次に、送信元がトランク ポートである場合に、VLAN 1 ～ 5 および VLAN 9 をモニタする例を示
します。

Router(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9 

設定の確認

設定を確認するには、show monitor session コマンドを入力します。

次に、セッション 2 の設定を確認する例を示します。

Router# show monitor session 2
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa3/1
Dest RSPAN VLAN:   901
Router#

次に、セッション 2 の詳細を完全に表示する例を示します。

Router# show monitor session 2 detail 
Session 2
------------
Type : Remote Source Session

Source Ports:
    RX Only:       Fa1/1-3
    TX Only:       None
    Both:          None

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal グローバル コンフィギュレーション モードを開
始します。

ステップ 2 Router(config)# monitor session session_number 
filter single_vlan | vlan_list | vlan_range | 
mixed_vlan_list 

ローカル SPAN または RSPAN 送信元がトランク 
ポートである場合、送信元 VLAN フィルタリング
を設定します。
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Source VLANs:
    RX Only:       None
    TX Only:       None
    Both:          None
Source RSPAN VLAN: None
Destination Ports: None
Filter VLANs:      None
Dest RSPAN VLAN:   901

設定例

次に、RSPAN 送信元セッション 2 を設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet1/1 - 3 rx 
Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 901 

次に、セッション 1 とセッション 2 の設定を消去する例を示します。

Router(config)# no monitor session range 1-2 

次に、複数の送信元で RSPAN 送信元セッションを設定する例を示します。

Router(config)# monitor session 2 source interface fastethernet 5/15 , 7/3 rx 
Router(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet 1/2 tx 
Router(config)# monitor session 2 source interface port-channel 102 
Router(config)# monitor session 2 source filter vlan 2 - 3 
Router(config)# monitor session 2 destination remote vlan 901 

次に、セッションの送信元を削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 source interface fastethernet 5/15 , 7/3 

次に、セッションの送信元に対するオプションを削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 source interface gigabitethernet 1/2 
Router(config)# no monitor session 2 source interface port-channel 102 tx 

次に、セッションの送信元 VLAN フィルタリングを削除する例を示します。

Router(config)# no monitor session 2 filter vlan 3 

次に、RSPAN 宛先セッション 8 の設定例を示します。

Router(config)# monitor session 8 source remote vlan 901 
Router(config)# monitor session 8 destination interface fastethernet 1/2 , 2/3 

次に、ERSPAN 送信元セッション 12 の設定例を示します。

monitor session 12 type erspan-source
 description SOURCE_SESSION_FOR_VRF_GRAY
 source interface Gi8/48 rx
 destination
  erspan-id 120
  ip address 10.8.1.2
  origin ip address 32.1.1.1
  vrf gray

次に、ERSPAN 宛先セッション 12 の設定例を示します。

monitor session 12 type erspan-destination
 description DEST_SESSION_FOR_VRF_GRAY
 destination interface Gi4/48
 source
  erspan-id 120
  ip address 10.8.1.2
  vrf gray
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ローカル SPAN、RSPAN、および ERSPAN の設定
次に、ERSPAN 送信元セッション 13 の設定例を示します。

monitor session 13 type erspan-source
 source interface Gi6/1 tx
 destination
  erspan-id 130
  ip address 10.11.1.1
  origin ip address 32.1.1.1

次に、ERSPAN 宛先セッション 13 の設定例を示します。

monitor session 13 type erspan-destination
 destination interface Gi6/1
 source
  erspan-id 130
  ip address 10.11.1.1
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システム イベント アーカイブの設定

ここでは、システム イベント アーカイブ（SEA）を設定する方法を説明します。SEA は Release 
12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

（注） • この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の
『Cisco IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

 • SEA は、Supervisor Engine 32、Supervisor Engine 720-10GE、およびコンパクトフラッシュ ア
ダプタおよびコンパクトフラッシュ カード（WS-CF-UPG=）付きの Supervisor Engine 720 で
サポートされます。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • システム イベント アーカイブの概要（p.58-1）
 • SEA ログ システムの表示（p.58-2）
 • 他のデバイスへの SEA のコピー（p.58-3）

システム イベント アーカイブの概要
システム障害の原因を見つける際に、システム メッセージを確認することは有効な方法です。シ
ステム メッセージに障害の原因を判別するために必要な情報が見つからないときは、デバッグ 
トレースをイネーブルにして、障害を再現してみます。ただし、このような方法でも 適な解決
策が見つからない場合もあります。

 • 障害の原因を判別するとき、大量のシステム メッセージを確認していくのは、効率的な方法
とはいえません。

 • デフォルトでは通常、デバッグ トレースは設定されていません。

 • デバッグ トレースを使用している間は、障害を再現することができません。

 • 障害が発生したスイッチがクリティカル ネットワークの一部である場合、デバッグ トレース
は使用できません。

SEA では、スイッチの各 CPU がアウトオブバンド インターフェイスを使用して管理プロセッサ
にイベントを報告するようにできます。各イベントは、タイムスタンプとともに非揮発メモリに
記録されます。デバイス上のブートフラッシュにアクセスしてイベント ログを検索したり、取り
外し可能なストレージ デバイスなど別の場所にログをコピーしたりできます。

SEA は、 大 32 MB を使用して 2 つのファイルをブートディスクに保存します。これらのファイ
ルには、ログに記録された 新のメッセージが記述されます。
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SEA ログ システムの表示
 • sea_log.dat — 新のシステム イベントが個のファイルに保存されます。

 • sea_console.dat — 新のコンソール メッセージがこのファイルに保存されます。

これらのファイルはシステムで使用されるものなので、削除をしないでください。

SEA ログ システムの表示
SEA のログ システムを表示するには、次の作業を行います。

次に、SEA を表示する例を示します。

Router# show logging system
SEQ: MM/DD/YY HH:MM:SS MOD/SUB: SEV, COMP,    MESSAGE
===================================================== 
 
1: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, syndiagSyncPinnacle failed in slot 6
 
2: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1
 
3: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1
 
4: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1
 
5: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1
 
6: 01/24/07 15:38:40   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1
 
7: 01/24/07 15:38:39   6/-1 : MAJ, GOLD, queryHyperionSynched[6]: Hyperion out of sync in sw_mode 1

次に、SEA ログ システム ディスクを表示する例を示します。

Router# show logging system disk
SEA log disk: sup-bootdisk:

次に、SEA の現在のサイズを表示する例を示します。

Router# show logging system size
SEA log size: 33554432 bytes

次に、SEA をクリアする例を示します。

Router# clear logging system
Clear logging system operation will take a while.
Do you want to continue? [no]: yes
Router#

コマンド 目的

Router# show logging system [disk | size] SEA の内容を表示します。

（任意）キーワード disk を使用して、SEA が保存さ
れている場所を表示します。SEA の現在のサイズ
を表示するには、キーワード size を使用します。

Router# clear logging system SEA に保存されているイベント レコードを削除し
ます。
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他のデバイスへの SEA のコピー  
他のデバイスへの SEA のコピー
SEA を取り外し可能メモリ デバイスなどの別のデバイスにコピーするには、次の作業を行いま
す。

file_system の有効な値は次のとおりです。

 • bootflash: 
 • disk0: 
 • disk1: 
 • ftp: 
 • http: 
 • https: 
 • rcp: 
 • slavebootflash: 
 • slavedisk0: 
 • slavedisk1: 
 • slavesup-bootdisk: 
 • slavesup-bootflash: 
 • sup-bootdisk: 
 • sup-bootflash: 
 • tftp: 

次に、SEA を disk0 ファイル システムにコピーする例を示します。

Router# copy logging system disk0:
Destination filename [sea_log.dat]? 
Copy in 
progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
33554432 bytes copied in 112.540 secs (298156 bytes/sec)

次に、リモート ファイル コピー機能（rcp）を使用して SEA をコピーする例を示します。

Router# copy logging system rcp:
Address or name of remote host []? 192.0.2.1
Destination username [Router]? username1
Destination filename [sea_log.dat]? /auto/tftpboot-users/username1/sea_log.dat
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33554432 bytes copied in 48.172 secs (696555 bytes/sec)

コマンド 目的

Router# copy logging system file_system SEA の内容を指定した宛先ファイル システムまた
はプロセスにコピーします。
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他のデバイスへの SEA のコピー
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Call Home の設定

この章では、Call Home 機能を設定する手順について説明します。Call Home 機能は 
Release12.2(33)SXH 以降のリリースでサポートされます。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

ここでは、次の内容を説明します。

 • Call Home の概要（p.59-1）
 • Smart Call Home の入手（p.59-2）
 • Call Home の設定（p.59-3）
 • 連絡先情報の設定（p.59-3）
 • 宛先プロファイルの設定（p.59-4）
 • アラート グループへの加入（p.59-6）
 • 一般的な E メール オプションの設定（p.59-9）
 • Call Home のイネーブル化（p.59-10）
 • Call Home 通信のテスト（p.59-10）
 • Smart Call Home の設定およびイネーブル化（p.59-12）
 • Call Home コンフィギュレーション情報の表示（p.59-12）
 • デフォルト設定（p.59-15）
 • アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド（p.59-16）
 • メッセージの内容（p.59-23）

Call Home の概要
Call Home は、重大なシステム イベントに関する E メール ベースおよび Web ベースの通知を行い
ます。ポケットベル サービス、標準の E メール、または XML ベースの自動解析アプリケーショ
ンとの 適な互換性を実現するために、多岐にわたる範囲のメッセージ形式が使用可能になって
います。この機能の一般的な使用目的としては、ネットワーク サポート技術者の直接呼出し、
ネットワーク オペレーション センターへの E メール通知、サポート Web サイトへの XML 配信、
および Cisco Systems Technical Assistance Center（TAC）と直接ケースを作成するための Cisco 
Smart Call Home の利用などがあります。
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Call Home の概要
Call Home 機能では、設定、診断、環境の状態、目録、および Syslog イベントに関する情報を含
むアラート メッセージを配信できます。

Call Home 機能は、Call Home 宛先プロファイルと呼ばれる複数の受信者に、設定可能メッセージ
形式とコンテンツ カテゴリを持つアラートを配信できます。事前定義された宛先プロファイル
は、Cisco TAC へのアラート送信用に提供され、独自の宛先プロファイルを定義することもでき
ます。

柔軟なメッセージ配信と形式オプションにより、特定のサポート要件を簡単に統合することがで
きます。

Call Home 機能には、次の利点があります。

 • 複数メッセージ形式オプション： 
 – ショート テキスト — ポケットベルまたは印刷レポートに適しています。

 – プレーン テキスト — 人が読むのに適した完全フォーマット メッセージ情報

 – XML — Extensible Markup Language（XML）および Adaptive Markup Language（AML）文
書タイプ定義（DTD）を使用する照合判読可能形式。XML 形式により、Cisco TAC との
やり取りが可能です。

 • 複数の同時メッセージ宛先 
 • 設定、診断、環境の状態、目録、および Syslog イベントを含む複数のメッセージ カテゴリ

 • 重大度およびパターン照合に基づくメッセージのフィルタリング

 • 定期的メッセージ送信のスケジューリング

Smart Call Home の入手

シスコシステムズと直接サービス契約を結んでいる場合は、Smart Call Home 用のデバイスを登録
できます。Smart Call Home は、ご使用のデバイスから送信された Call Home メッセージを分析
し、背景情報および推奨事項を提供して、システムの問題を迅速に解決します。特に GOLD 診断
機能などで既知のものとして識別される問題の場合、Cisco TAC により自動サービス リクエスト
が作成されます。

Smart Call Home では、次の機能を提供します。

 • 継続的なデバイスの状態モニタリングとリアルタイムの診断アラート

 • ご使用のデバイスからの Call Home メッセージの分析と、必要に応じて自動サービス リクエ
ストの生成は、問題を迅速に解決するための詳細な診断情報とともに、適切な TAC チームに
ルーティングされます。

 • セキュアなメッセージ転送が、ご使用のデバイスから直接、またはダウンロード可能な 
Transport Gateway（TG）集約ポイントを経由して行われます。複数のデバイスでサポートを
必要としている場合、またはセキュリティ要件の関係でご使用のデバイスをインターネット
に直接接続できない場合は、TG 集約ポイントを使用できます。

 • Call Home メッセージおよびすべての Call Home デバイスの推奨事項、目録、および設定情報
への Web ベースのアクセス。関連するフィールド通知、セキュリティ アドバイスおよびサ
ポート終了日情報にアクセスできます。

登録には、次の項目が必要です。

 • ご使用のスイッチの SMARTnet 契約番号。

 • E メール アドレス

 • Cisco.com ID

Smart Call Home の詳細については、次の URL の Smart Call のホーム ページを参照してください。

http://www.cisco.com/go/smartcall/
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Call Home の設定
Call Home の設定方法は、機能の使用目的によって異なります。Call Home を設定する前に、次の
点を考慮してください。

 • 1 つ以上の宛先プロファイル（事前定義またはユーザ定義）を設定する必要があります。使
用される宛先プロファイルは、受信するのがポケットベル、E メール、または Cisco Smart 
Call Home などの自動サービスであるかどうかによって異なります。

 – 宛先プロファイルが E メール メッセージ配信を使用する場合、SMTP サーバを指定する
必要があります。

 – 宛先プロファイルがセキュア HTTP（HTTPS）メッセージ転送を使用する場合、トラス
トポイント認証局（CA）を設定する必要があります。

 • 受信者が受信したメッセージの起点を判別できるように、連絡先 E メール、電話、および住
所といった情報を設定する必要があります。

 • スイッチは、E メール サーバまたは宛先 HTTP サーバに IP 接続できる必要があります。

 • Cisco Smart Call Home を使用する場合、有効なサービス契約で設定するデバイスをカバーす
る必要があります。

Call Home を設定するには、次の作業を行います。

ステップ 1 サイトの連絡先情報を設定します。

ステップ 2 宛先にする各受信者の定義プロファイルを設定します。

ステップ 3 各宛先プロファイルを 1 つ以上のグループに加入させ、アラート オプションを設定します。

ステップ 4 転送方法に従って、E メール設定または HTTPS 設定（CA 証明書を含む）を設定します。

ステップ 5 Call Home 機能をイネーブルにします。

ステップ 6 Call Home メッセージをテストします。

ヒント Smart Call Home Web アプリケーションから基本設定スクリプトをダウンロードすれば、Call 
Home 機能を Smart Call Home および Cisco TAC で使用するための設定に役立ちます。また、スク
リプトは、Smart Call Home サービスとの安全な通信のためのトラストポイント CA の設定時にも
役立ちます。現状のまま提供されるスクリプトは、次の URL でダウンロードできます。
http://www.cisco.com/go/smartcall/

連絡先情報の設定

各スイッチには、連絡先 E メール アドレスが設定されている必要があります。任意で電話番号、
住所、契約 ID、カスタマー ID、およびサイト ID を設定できます。

連絡先情報を割り当てるには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# call-home Call Home コンフィギュレーション サブモー
ドを開始します。
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Call Home の設定
次に、連絡先情報を設定する例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# call-home
Router(cfg-call-home)# contact-email-addr username@example.com
Router(cfg-call-home)# phone-number +1-800-555-4567
Router(cfg-call-home)# street-address “1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345”
Router(cfg-call-home)# customer-id Customer1234 
Router(cfg-call-home)# site-id Site1ManhattanNY
Router(cfg-call-home)# contract-id Company1234 
Router(cfg-call-home)# exit
Router(config)#

宛先プロファイルの設定

宛先プロファイルには、アラート通知の必須配信情報が含まれます。1 つ以上の宛先プロファイ
ルが必要です。1 つ以上のタイプの複数の宛先プロファイルを設定できます。

事前定義宛先プロファイルを使用することも、任意のプロファイルを定義することも可能です。
新しい宛先プロファイルを定義する場合、プロファイル名を割り当てる必要があります。

ステップ 3 Router(cfg-call-home)# contact-email-addr 
email-address

カスタマーの E メール アドレスを割り当てま
す。スペースを含まない、 大 200 文字まで
の E メール アドレス形式で入力します。

ステップ 4 Router(cfg-call-home)# phone-number 
+phone-number

（任意）カスタマーの電話番号を割り当てま
す。

（注） 電話番号には、 初にプラス（+）記
号をつける必要があり、使用できる文
字はダッシュ（-）と数字だけです。

大 16 文字を入力します。スペース
を含める場合、エントリを引用符

（“”）で囲む必要があります。

ステップ 5 Router(cfg-call-home)# street-address 
street-address

（任意）RMA 装置の発送先にするカスタマー
の住所を割り当てます。 大 200 文字を入力
します。スペースを含める場合、エントリを
引用符（“”）で囲む必要があります。

ステップ 6 Router(cfg-call-home)# customer-id text （任意）カスタマー ID を確認します。 大 64 
文字を入力します。スペースを含める場合、
エントリを引用符（“”）で囲む必要がありま
す。

ステップ 7 Router(cfg-call-home)# site-id text （任意）カスタマー サイト ID を確認します。
大 200 文字を入力します。スペースを含め

る場合、エントリを引用符（“”）で囲む必要
があります。

ステップ 8 Router(cfg-call-home)# contract-id text （任意）スイッチのカスタマーの連絡先 ID を
確認します。 大 64 文字を入力します。ス
ペースを含める場合、エントリを引用符

（“”）で囲む必要があります。

コマンド 目的
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（注） Cisco Smart Call Home サービスを使用する場合、宛先プロファイルでは XML メッセージ形式を使
用する必要があります。

宛先プロファイルには、次の属性を設定できます。

 • プロファイル名 — 各ユーザ定義宛先プロファイルを一意に識別する文字列。プロファイル名
は 31 文字までに制限され、大文字と小文字は区別されません。プロファイル名として all を
使用することはできません。

 • 転送方法 — アラートを配信するときの転送メカニズムで、E メールまたは HTTP（HTTPS を
含む）のいずれかです。

 – ユーザ定義の宛先プロファイルの場合、E メールがデフォルトになっていて、いずれか
または両方の転送メカニズムをイネーブルにできます。両方の方法をディセーブルにし
た場合、E メールがイネーブルになります。

 – 事前定義 Cisco TAC プロファイルの場合、HTTP だけを使用できます。

 • 宛先アドレス — アラートの送信先となる、転送方法に関連する実際のアドレス

 • メッセージ形式 — アラートの送信に使用されるメッセージ形式。ユーザ定義の宛先プロファ
イルの形式オプションは、ロングテキスト、ショートテキスト、または XML です。デフォ
ルトは、XML です。

 • メッセージ サイズ — 大宛先メッセージ サイズ。有効な範囲は、50 ～ 3,145,728 バイトで、
デフォルトは 3,145,728 バイトです。

宛先プロファイルを作成および設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config)# call-home Call Home コンフィギュレーション サブモードを開始
します。

ステップ 3 Router(cfg-call-home)# profile name 指定した宛先プロファイルの Call Home 宛先プロファ
イル コンフィギュレーション サブモードを開始しま
す。指定した宛先プロファイルが存在しない場合は、
作成されます。

Router(cfg-call-home)# no profile 
name

名前付きユーザ定義宛先プロファイルを削除します。

Router(cfg-call-home)# no profile 
all

すべてのユーザ定義宛先プロファイルを削除します。

ステップ 4 Router(cfg-call-home-profile)# [no] 
destination transport-method {email 
| http}

（任意）メッセージ転送方法をイネーブルにします。方
法をディセーブルにするには、no オプションを使用し
ます。

ステップ 5 Router(cfg-call-home-profile)# 
destination address {email 
email-address | http url}

Call Home メッセージの送信先となる宛先 E メール ア
ドレスまたは URL を設定します。

（注） 宛先 URL を入力するときは、サーバがセキュア 
サーバであるかどうかに従って、http:// または 
https:// のいずれかを含めます。宛先がセキュア 
サーバである場合、トラストポイント CA も設
定する必要があります。

ステップ 6 Router(cfg-call-home-profile)# 
destination preferred-msg-format 
{long-text | short-text | xml}

（任意）優先メッセージ形式を設定します。デフォルト
は、XML です。

ステップ 7 Router(cfg-call-home-profile)# 
destination message-size bytes

（任意）宛先プロファイルの 大宛先メッセージ サイ
ズを設定します。
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Call Home の設定
宛先プロファイルのコピー

既存のプロファイルをコピーして新しい宛先プロファイルを作成するには、次の作業を行いま
す。

アラート グループへの加入

アラート グループとは、すべてのスイッチでサポートされる Call Home アラートの事前定義サブ
セットです。様々なタイプの Call Home アラートが、そのタイプに従って異なるアラート グルー
プにグループ化されます。これらのアラート グループは、次の場合に使用可能です。

 • コンフィギュレーション

 • 診断

 • 環境

 • 目録

 • Syslog

各アラートでトリガされるイベントは、「アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド」
（p.59-16）に一覧になっています。また、アラート グループ メッセージの内容は、「メッセージ
の内容」（p.59-23）に一覧になっています。

宛先プロファイルが受信するアラート グループを 1 つまたは複数選択できます。

（注） Call Home アラートは、その Call Home アラートを含むアラート グループに加入している宛先プ
ロファイルにのみ送信されます。さらに、アラート グループがイネーブルになっている必要もあ
ります。

ステップ 8 Router(cfg-call-home-profile)# 
active

宛先プロファイルをイネーブルにします。デフォルト
では、プロファイルは作成時にイネーブルになります。

Router(cfg-call-home-profile)#  
no active

宛先プロファイルをディセーブルにします。

ステップ 9 Router(cfg-call-home-profile)# exit Call Home 宛先プロファイル コンフィギュレーション 
サブモードを終了し、Call Home コンフィギュレーショ
ン サブモードに戻ります。

ステップ 10 Router(cfg-call-home)# end 特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 11 Router# show call-home profile {name 
| all}

指定したプロファイルまたはすべての設定済みプロ
ファイルの宛先プロファイル設定を表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# call-home Call Home コンフィギュレーション サブモー
ドを開始します。

ステップ 3 Router(cfg-call-home)# copy profile 
source-profile target-profile

既存の宛先プロファイルを同じ設定を持つ新
しい宛先プロファイルを作成します。
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宛先プロファイルをアラート グループに加入させるには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

ステップ 2 Router(config)# call-home Call Home コンフィギュレーション サブモー
ドを開始します。

ステップ 3 Router(cfg-call-home)# alert-group 
{all|configuration|diagnostic| 
environment|inventory|syslog}

指定したアラート グループをイネーブルに
します。キーワード all を使用すると、すべ
てのアラート グループがイネーブルになり
ます。デフォルトでは、すべてのアラート 
グループがイネーブルになっています。

Router(cfg-call-home)# no alert-group 
{all|configuration|diagnostic| 
environment|inventory|syslog}

指定したアラート グループをディセーブル
にします。キーワード all を使用すると、す
べてのアラート グループがディセーブルに
なります。

ステップ 4 Router(cfg-call-home)# profile name 指定した宛先プロファイルの Call Home 宛先
プロファイル コンフィギュレーション サブ
モードを開始します。

ステップ 5 Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group configuration 
[periodic {daily hh:mm | monthly date hh:mm | 
weekly day hh:mm}]

この宛先プロファイルをコンフィギュレー
ション アラート グループに加入させます。

「定期的通知の設定」（p.59-8）の説明にある
ように、コンフィギュレーション アラート 
グループは、定期的な通知を行うように設定
できます。

Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group all

すべての使用可能アラート グループに加入
します。

Router(cfg-call-home-profile)#  
no subscribe-to-alert-group 
{all|configuration|diagnostic| 
environment|inventory|syslog}

指定したアラート グループへの加入を解除
します。キーワード all を使用すると、すべ
てのアラート グループへの加入が解除され
ます。

ステップ 6 Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group diagnostic  
[severity catastrophic|disaster| 
fatal|critical|major|minor|warning| 
notification|normal|debugging]

この宛先プロファイルを診断アラート グ
ループに加入させます。「メッセージ重大度
しきい値の設定」（p.59-8）の説明にあるよう
に、診断アラート グループは、重大度に基
づいてメッセージをフィルタリングするよう
に設定できます。

ステップ 7 Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group environment 
[severity catastrophic|disaster| 
fatal|critical|major|minor|warning| 
notification|normal|debugging]

この宛先プロファイルを環境アラート グ
ループに加入させます。「メッセージ重大度
しきい値の設定」（p.59-8）の説明にあるよう
に、環境アラート グループは、重大度に基
づいてメッセージをフィルタリングするよう
に設定できます。

ステップ 8 Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group inventory  
[periodic {daily hh:mm | monthly date hh:mm | 
weekly day hh:mm}]

この宛先プロファイルを目録アラート グ
ループに加入させます。「定期的通知の設定」

（p.59-8）の説明にあるように、目録アラート 
グループは、定期的な通知を行うように設定
できます。
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Call Home の設定
定期的通知の設定

宛先プロファイルをコンフィギュレーションまたは目録アラート グループに加入させる場合、ア
ラート グループ メッセージを非同期的に、または指定した時刻に定期的に受け取るように選択
できます。送信期間は、次のいずれかに設定できます。

 • 毎日 — 24 時間形式の時：分形式 hh:mm を使用して、送信する時刻を指定します（たとえば、
14:30）。

 • 毎週 — day hh:mm 形式の曜日と時刻を指定します。曜日はフルスペルで入力します（たとえ
ば、monday）。

 • 毎月 — 数字の日付、1 ～ 31 と時刻を、date hh:mm の形式で指定します。

メッセージ重大度しきい値の設定

宛先プロファイルを診断、環境、または Syslog アラート グループに加入させるとき、メッセー
ジの重大度レベルに従ったアラート グループの送信用しきい値を設定できます。宛先プロファイ
ルの指定しきい値より低い値のメッセージは、宛先に送信されません。

重大度しきい値は、表 59-1 にある、 悪（レベル 9、緊急度の 高レベル）からデバッグ（レベ
ル 0、緊急度の 低レベル）までのキーワードを使用して設定します。重大度しきい値を設定し
ない場合、デフォルトは通常（レベル 1）です。

（注） Call Home 重大度レベルは、システム メッセージのロギング重大度レベルとは異なります。

ステップ 9 Router(cfg-call-home-profile)# 
subscribe-to-alert-group syslog 
[severity catastrophic|disaster| 
fatal|critical|major|minor|warning| 
notification|normal|debugging] 
[pattern string]

この宛先プロファイルを Syslog アラート グ
ループに加入させます。「メッセージ重大度
しきい値の設定」（p.59-8）の説明にあるよう
に、Syslog アラート グループは、重大度に基
づいてメッセージをフィルタリングするよう
に設定できます。Syslog メッセージで照合さ
れるパターンを指定できます。パターンにス
ペースを含める場合、引用符（“”）で囲む必
要があります。

ステップ 10 Router(cfg-call-home-profile)# exit Call Home 宛先プロファイル コンフィギュ
レーション モードを終了します。

コマンド 目的

表 59-1 重大度と Syslog レベルのマッピング 

レベ
ル キーワード Syslog レベル 説明

9 悪 該当なし ネットワーク規模で 悪の障害

8 障害 該当なし 重大なネットワークの影響

7 重大 緊急（0） システムは使用不能

6 クリティカル アラート（1） クリティカルな状況で、すぐに注意が必要

5 メジャー クリティカル
（2）

メジャー状態

4 マイナー エラー（3） マイナー状態

3 warning 警告（4） 警告
59-8
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



第 59 章      Call Home の設定

Call Home の設定  
Syslog パターン照合の設定

宛先プロファイルを Syslog アラート グループに加入させるとき、各 Syslog メッセージ内で照合
するテキスト パターンを任意で指定できます。パターンを設定する場合、Syslog アラート グ
ループ メッセージは、指定パターンを含んで重大度しきい値を満たすときにのみ送信されます。
パターンにスペースを含める場合、設定時には引用符（“”）で囲む必要があります。宛先プロ
ファイルそれぞれに対して 大 5 つまでのパターンを指定できます。

一般的な E メール オプションの設定

E メール メッセージの転送を使用するには、1 つ以上の Simple Mail Transfer Protocol（SMTP） E 
メール サーバ アドレスを設定する必要があります。送信元および返信先 E メール アドレスを設
定でき、 大 4 つまでのバックアップ E メール サーバを指定できます。また、E メールまたは 
HTTP メッセージでレート制限を設定することもできます。

一般的な E メール オプションを設定するには、次の作業を行います。

2 通知 通知（5） 基本的な通知および情報メッセージ。場合に
よっては、さほど重要ではありません。

1 通常 情報（6） 通常ステートに戻ることを知らせる通常イベ
ント

0 デバッグ デバッグ（7） デバッグ メッセージ

表 59-1 重大度と Syslog レベルのマッピング（続き）

レベ
ル キーワード Syslog レベル 説明

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config)# call-home Call Home コンフィギュレーション サブモードを開始
します。

ステップ 3 Router(cfg-call-home)# mail-server 
{ipv4-address | name} priority number

E メール サーバ アドレスと、設定済み E メール サー
バ間での相対プライオリティを割り当てます。

次のいずれかを入力します。

 • E メール サーバの IP アドレス、または

 • 64 文字以下の E メール サーバの完全修飾ドメイ
ン名（FQDN） 

1（ 高プライオリティ）から 100（ 低プライオリ
ティ）の間のプライオリティ番号を割り当てます。

Router(cfg-call-home)# no mail-server 
{ipv4-address | name | all}

設定から 1 つまたはすべての E メール サーバを削除
します。

ステップ 4 Router(cfg-call-home)# sender from 
email-address

（任意）Call Home E メール メッセージの送信元
フィールドに表示される E メール アドレスを割り当
てます。アドレスが指定されていない場合、連絡先 
E メール アドレスが使用されます。
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Call Home の設定
一般的な E メール オプションを設定するときは、次の点に注意してください。

 • バックアップ E メール サーバは、異なるプライオリティ番号を使用した mail-server コマン
ドを繰り返して適宜できます。

 • mail-server priority number パラメータで設定できる値は、0 ～ 100 です。プライオリティの
も高いサーバ（プライオリティの数値が も小さいもの）への接続が 初に試みられます。

次に、プライマリおよびセカンダリ E メール サーバを含む一般的な E メール パラメータの設定
例を示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# call-home
Router(cfg-call-home)# mail-server smtp.example.com priority 1
Router(cfg-call-home)# mail-server 192.168.0.1 priority 2
Router(cfg-call-home)# sender from username@example.com
Router(cfg-call-home)# sender reply-to username@example.com
Router(cfg-call-home)# exit
Router(config)#

Call Home のイネーブル化

Call Home 機能をイネーブルまたはディセーブルにするには、次の作業を行います。

Call Home 通信のテスト

2 つのコマンド タイプを使用してメッセージを手動で送信すれば、Call Home 通信をテストでき
ます。ユーザ定義 Call Home テスト メッセージを送信するには、call-home test コマンドを使用し
ます。特定のアラート グループ メッセージを送信するには、call-home send コマンドを使用しま
す。

ステップ 5 Router(cfg-call-home)# sender 
reply-to email-address

（任意）Call Home E メール メッセージの返信先
フィールドに表示される E メール アドレスを割り当
てます。

ステップ 6 Router(cfg-call-home)# rate-limit 
number

（任意）1 分ごとに送信されるメッセージ数の制限を 
1 ～ 60 で指定します。デフォルトは 20 です。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router# configure terminal コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 2 Router(config)# service call-home Call Home 機能をイネーブルにします。

Router(config)# no service call-home Call Home 機能をディセーブルにします。
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Call Home の設定  
Call Home テスト メッセージの手動送信

Call Home テスト メッセージを手動で送信するには、次の作業を行います。

Call Home アラート グループ メッセージの手動送信

Call Home アラート グループ メッセージを手動でトリガするには、次の作業を行います。

Call Home アラート グループ メッセージを手動送信するとき、次の注意事項に従ってください。

 • 手動送信できるのは、コンフィギュレーション、診断、および目録アラート グループだけで
す。

 • コンフィギュレーション、診断、または目録アラート グループ メッセージを手動でトリガ
し、宛先プロファイル名を指定している場合、メッセージはプロファイルのアクティブ ス
テータス、加入ステータス、または重大度設定に関係なく宛先プロファイルに送信されま
す。

 • コンフィギュレーションまたは目録アラート グループ メッセージを手動でトリガし、宛先プ
ロファイル名を指定していない場合、メッセージは、指定アラート グループへの通常または
定期的加入のいずれかが行われるすべてのアクティブ プロファイルに送信されます。

 • 診断アラート グループ メッセージを手動でトリガし、宛先プロファイル名を指定していない
とき、コマンドにより次のアクションが実行されます。

 – マイナーより下の重大度レベルを持つ診断イベントに加入しているアクティブ プロファ
イルの場合、メッセージは、モジュールまたはインターフェイスが診断イベントを調べ
たかどうかに関係なく送信されます。

 – マイナーまたはそれ以上の重大度レベルを持つ診断イベントに加入しているアクティブ 
プロファイルの場合、少なくとも加入済み重大度レベルの診断イベントを指定モジュー
ルまたはインターフェイスが調べた場合にのみ送信されます。それ以外の場合、診断
メッセージが宛先プロファイルに送信されることはありません。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# call-home test [“test-message”] 
profile name

テスト メッセージを指定した宛先プロファイルに
送信します。ユーザ定義テスト メッセージ テキス
トは任意ですが、スペースを含める場合は引用符

（“”）で囲む必要があります。ユーザ定義メッセー
ジを指定しない場合、デフォルトのメッセージが
送信されます。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# call-home send alert-group 
configuration [profile name]

指定されている場合は 1 つの宛先プロファイルに、
または加入済みのすべての宛先プロファイルに、
コンフィギュレーション アラート グループ メッ
セージを送信します。

Router# call-home send alert-group 
diagnostic {module number | slot/subslot 
| slot/bay_number} [profile name]

指定されている場合は設定済み宛先プロファイル
に、または加入済みのすべての宛先プロファイル
に、診断アラート グループ メッセージを送信しま
す。診断情報を送信するモジュールまたはポート
を指定する必要があります。

Router# call-home send alert-group 
inventory [profile name]

指定されている場合は 1 つの宛先プロファイルに、
または加入済みのすべての宛先プロファイルに、
目録アラート グループ メッセージを送信します。
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Call Home コンフィギュレーション情報の表示
Smart Call Home の設定およびイネーブル化

Cisco Smart Call Home サービスのアプリケーションおよびコンフィギュレーション情報について
は、次の URL の『Smart Call Home User Guide』の「FastStart」を参照してください。

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

ユーザ ガイドでは、デバイスから直接 Smart Call Home メッセージを送信するか、または転送
ゲートウェイ（TG）集約ポイントを介して送信する設定例が説明されています。複数のデバイ
スでサポートを必要としている場合、またはセキュリティ要件の関係でご使用のデバイスをイン
ターネットに直接接続できない場合は、TG 集約ポイントを使用できます。

Smart Call Home サービスは、転送方法として HTTPS を使用するため、『Smart Call Home User 
Guide』でも説明されているように、トラストポイントとして CA も設定する必要があります。

Call Home コンフィギュレーション情報の表示
設定済み Call Home 情報を表示するには、次の作業を行います。

例 59-1 から 59-7 では、show call-home コマンドの異なるオプションを使用したときの結果を示し
ます。

例 59-1 設定済み Call Home 情報

Router# show call-home
Current call home settings:
    call home feature : disable
    call home message's from address: switch@example.com
    call home message's reply-to address: support@example.com

    contact person's email address: technical@example.com

    contact person's phone number: +1-408-555-1234
    street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
    customer ID: ExampleCorp
    contract ID: X123456789
    site ID: SantaClara
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
    Rate-limit: 20 message(s) per minute

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show call-home Call Home コンフィギュレーションを要約して表示し
ます。

Router# show call-home detail Call Home コンフィギュレーションを詳細に表示しま
す。

Router# show call-home alert-group 使用可能アラート グループおよびそのステータスを
表示します。

Router# show call-home mail-server 
status

設定済み E メール サーバの可用性を確認して表示し
ます。

Router# show call-home profile {all | 
name}

指定した宛先プロファイルのコンフィギュレーショ
ンを表示します。すべての宛先プロファイルのコン
フィギュレーションを表示するには、キーワード all 
を使用します。

Router# show call-home statistics Call Home イベントの統計を表示します。
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Call Home コンフィギュレーション情報の表示  
Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info
          
Profiles:
    Profile Name: campus-noc
    Profile Name: CiscoTAC-1

Router#

例 59-2 設定済み Call Home 情報の詳細

Router# show call-home detail 
Current call home settings:
    call home feature : disable
    call home message's from address: switch@example.com
    call home message's reply-to address: support@example.com

    contact person's email address: technical@example.com

    contact person's phone number: +1-408-555-1234
    street address: 1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
    customer ID: ExampleCorp
    contract ID: X123456789
    site ID: SantaClara
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2
    Rate-limit: 20 message(s) per minute

Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info

Profiles:

Profile Name: campus-noc
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: long-text
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): noc@example.com
    HTTP  address(es): Not yet set up

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    N/A                       N/A

Profile Name: CiscoTAC-1
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: xml
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
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Call Home コンフィギュレーション情報の表示
    Transport Method: email
    Email address(es): callhome@cisco.com
    HTTP  address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

    Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at
 09:27

    Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09:
12

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    diagnostic                minor       
    environment               minor       

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    .*                        major       

Router#

例 59-3 使用可能 Call Home アラート グループ

Router# show call-home alert-group 
Available alert groups:
    Keyword                  State   Description
    ------------------------ ------- -------------------------------
    configuration            Disable configuration info
    diagnostic               Disable diagnostic info
    environment              Disable environmental info
    inventory                Enable  inventory info
    syslog                   Disable syslog info

Router#

例 59-4 E メール サーバのステータス情報

Router# show call-home mail-server status
Please wait. Checking for mail server status ...

Translating "smtp.example.com"
    Mail-server[1]: Address: smtp.example.com Priority: 1 [Not Available]
    Mail-server[2]: Address: 192.168.0.1 Priority: 2 [Not Available]

Router#

例 59-5 すべて（事前定義とユーザ定義）の宛先プロファイルの情報

Router# show call-home profile all

Profile Name: campus-noc
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: long-text
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): noc@example.com
    HTTP  address(es): Not yet set up

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
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デフォルト設定
    N/A                       N/A

Profile Name: CiscoTAC-1
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: xml
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): callhome@cisco.com
    HTTP  address(es): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

    Periodic configuration info message is scheduled every 1 day of the month at 09:27

    Periodic inventory info message is scheduled every 1 day of the month at 09:12

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    diagnostic                minor       
    environment               minor       

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    .*                        major       

Router#

例 59-6 ユーザ定義宛先プロファイルの情報

Router# show call-home profile campus-noc

Profile Name: campus-noc
    Profile status: ACTIVE
    Preferred Message Format: long-text
    Message Size Limit: 3145728 Bytes
    Transport Method: email
    Email address(es): noc@example.com
    HTTP  address(es): Not yet set up

    Alert-group               Severity
    ------------------------  ------------
    inventory                 normal      

    Syslog-Pattern            Severity
    ------------------------  ------------
    N/A                       N/A

Router#

例 59-7 Call Home の統計

Router# show call-home statistics 
Successful Call-Home Events: 1
Dropped Call-Home Events due to Rate Limiting: 0
Last call-home message sent time: 2007-04-25 11:07:04 GMT+00:00

デフォルト設定
表 59-2 に、デフォルトの Call Home 設定を示します。
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド
アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド
Call Home トリガ イベントは、アラート グループのグループ化され、各アラート グループは CLI 
コマンドに割り当てられて、イベント発生時に実行されます。CLI コマンド出力は送信される
メッセージに含まれます。表 59-3 に、各イベントの重大度レベルおよびアラート グループに対
して実行される CLI コマンドをはじめ、各アラート グループに含まれるトリガ イベントを一覧
にします。

表 59-2 デフォルトの Call Home 設定  

パラメータ デフォルト

Call Home 機能のステータス ディセーブル

ユーザ定義プロファイルのステータス アクティブ

事前定義 Cisco TAC プロファイルのステータス 非アクティブ

転送方法 E メール

メッセージ形式タイプ XML

ロング テキスト、ショート テキスト、または XML 形式で送信されるメッ
セージの宛先メッセージ サイズ

3,145,728

アラート グループのステータス イネーブル

Call Home メッセージの重大度しきい値 1（通常）

1 分ごとのメッセージのレート制限 20

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション 

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド

Syslog Syslog に記録されるイベント（Syslog レベル 0、
1、または 2 の場合にのみ TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

show logging
SYSLOG LOG_EMERG 0 システムは使用不能

SYSLOG LOG_ALERT 1 即時対処が必要

SYSLOG LOG_CRIT 2 クリティカル

SYSLOG LOG_ERR 3 エラー

SYSLOG LOG_WARNING 4 警告

SYSLOG LOG_NOTICE 5 正常だが重大な状態

SYSLOG LOG_INFO 6 情報

SYSLOG LOG_DEBUG 7 デバッグレベル メッセージ
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド  
環境 温度アラームなど、電源、ファン、および環境検
知要素に関連するイベント（TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

show environment 
show logging 
show module 
show power

FAN_ 
FAILURE

FANPSINCOMPAT 4 ファン トレイと電源装置 %d に互換性がありませ
ん。

ALARMCLR 4 指定したアラーム状態がクリアされ、シャットダ
ウンがキャンセルされました。

FAN_ 
FAILURE

FANHIOUTPUT 4 バージョン %d 高出力ファン トレイが有効です。

FAN_ 
FAILURE

FANLOOUTPUT 4 バージョン %d 低出力ファン トレイが有効です。

FAN_ 
FAILURE

FANVERCHK 4 挿入された電源装置 %d は、バージョン %d ファ
ン トレイとのみ互換性があります。

FAN_ 
FAILURE

FANTRAYFAILED 4 ファン トレイに障害が発生しました。

FAN_ 
FAILURE

FANTRAYOK 4 ファン トレイには異常ありません。

FAN_ 
FAILURE

FANCOUNTFAILED 4 必要な数のファン トレイがありません。

FAN_ 
FAILURE

FANCOUNTOK 4 必要な数のファン トレイが揃っています。

FAN_ 
FAILURE

PSFANFAIL 4 電源装置内のファンに障害が発生しました。

FAN_ 
FAILURE

PSFANOK 4 電源装置内のファンには異常ありません。

TEMPERATU
RE_ALARM

MAJORTEMPALARM 2 許容動作温度範囲を超えました。

 MAJORTEMPALARM
RECOVER

4 許容動作温度範囲に戻りました。

TEMPERATU
RE_ALARM

MINORTEMPALARM 4 通常動作温度範囲を超えました。

MINORTEMPALARM
RECOVER

4 通常動作温度範囲に戻りました。

VTT_FAILED VTTFAILED 4 VTT %d に障害が発生しました。

VTTOK 4 VTT %d は動作しています。

VTT_FAILED VTTMAJFAILED 0 VTT の障害が多すぎるため、システムの動作を続
行できません。

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド
VTTMAJ
RECOVERED

2 システムの動作続行に十分な数の VTT が動作して
います。

CLOCK_FAIL
ED

CLOCKFAILED 4 クロックに障害が発生しました。

CLOCKOK 4 クロックは動作しています。

CLOCK_FAIL
ED

CLOCKMAJFAILED 0 クロックの障害が多すぎるため、システムの動作
を続行できません。

CLOCKMAJRECOVER
ED

2 システムの動作続行に十分な数のクロックが動作
しています。

SHUTDOWN-SCHEDU
LED

2 スケジュールされた %s のシャットダウンを %d 秒
後に行います。

SHUTDOWN_NOT_SC
HEDULED

2 %s のメジャー検知アラームが無視されたため、
%s はシャットダウンされません。

SHUTDOWN-CANCEL
LED

2 シャットダウンがキャンセルされました。

SHUTDOWN 2 %s が原因でこれから %s をシャットダウンしま
す。

SHUTDOWN-DISABL
ED

1 すぐに %s をシャットダウンする必要があります
が、シャットダウン アクションはディセーブルに
なっています。

RESET_SCHEDULED 2 スケジュールされたシステムのリセットがまもな
く行われます。

CLOCK_SWITCHOVE
R

2 システム スイッチング クロックが変更されてい
ます。

CLOCK_A_MISSING 4 システム内でクロック A を検出できません。

CLOCK_B_MISSING 4 システム内でクロック B を検出できません。

USE_RED_CLOCK 4 システムは冗長クロック（クロック B）を使用し
ています。

ENABLED 4 スロット %d のモジュールに電源投入するように
設定されています。

DISABLED 4 スロット %d のモジュールへの電源が %s に設定さ
れています。

PSOK 4 電源装置 %d に電源投入されました。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

PSFAIL 4 電源装置 %d 出力に障害が発生しました。

PSREDUNDANTMOD
E

4 電源装置は冗長モードに設定されています。

PSCOMBINEDMODE 4 電源装置は結合モードに設定されています。

PSREDUNDANTMISM
ATCH

4 電源装置レート出力が一致しません。

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド  
PSMISMATCH 4 電源装置レート出力が一致しません。

PSNOREDUNDANCY 4 電源装置は完全冗長ではなく、電源使用率が低電
源容量を超えています。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

PSOCPSHUTDOWN 2 電源使用率が、電源装置 %d の許容量を超えてい
ます。

PSREDUNDANTONES
UPPLY

4 電源冗長モードで、システムは 1 つの電源装置で
動作しています。

PSREDUNDANTBOTH
SUPPLY

4 電源冗長モードで、システムは両方の電源装置で
動作しています。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

UNDERPOWERED 4 システムのすべての FRU を動作させるには電源が
不十分です。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

COULDNOTREPOWE
R

4 FRU（スロット %d）の再電源投入が必要でした
が、実行できませんでした。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

POWERDENIED 4 電源が不十分なため、スロット %d 電源のモ
ジュールが拒否されました。

UNSUPPORTED 4 スロット %d のモジュールがサポートされていな
いため、%s に電源投入できません。

POWER_ 
SUPPLY_ 
FAILURE

INSUFFICIENT 
POWER

2 すべてのクリティカル カードを動作させるには電
源が不十分であるため、すべてのライン カードの
電源を切断します。

INPUTCHANGE 4 電源装置 %d 入力が変更されました。電源容量が 
%s W に調整されました。

PSINPUTDROP 4 電源装置 %d 入力がドロップされました。

目録 装置がコールド起動されるときは必ず、または 
FRU が挿入または取り外されるとき、目録ステー
タスを入力する必要があります。これはクリティ
カルではないイベントとみなされ、情報はステー
タスおよびエンタイトルメントに使用されます
（TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

remote command switch show version 
show diagbus 
show idprom all 
show install running（ION only） 
show inventory 
show module 
show version

HARDWARE_
INSERTION

INSPS 6 電源装置がスロット %d に挿入されました。

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド
HARDWARE_
REMOVAL

REMPS 6 電源装置がスロット %d から取り外されました。

HARDWARE_
REMOVAL

REMCARD 6 カードがスロット %d から取り外され、インター
フェイスがディセーブルになりました。

STDBY_REMCARD 6 スタンバイ スーパーバイザ エンジンの OIR 機能
が、アクティブ スーパーバイザ エンジンから、
プロセッサがスロット [n] から取り外されたとい
う通知を受けました。

HARDWARE_
INSERTION

INSCAR 6 カードがスロット %d に挿入され、インターフェ
イスがオンラインになりました。

STDBY_INSCARD 6 スタンバイ スーパーバイザ エンジンが通知を受
け、カードがスロット %d でオンラインになりま
した。

SEQ_MISMATCH 6 SCP シーケンスがスロット %d : %s のカードに一
致しません。

HARDWARE_
REMOVAL

UNKNOWN 3 スロット %d に不明なカードがあり、カードは
ディセーブルになっています。

STDBY_UNKNOWN 3 スタンバイ スーパーバイザ エンジンが通知を受
け、不明なカードがスロット %d にあります。

HARDWARE_
REMOVAL

UNSUPPORTED 3 スロット %d のカードはサポートされていません。
%s。

PWRCYCLE 3 モジュール %d のカードは、電源オフ / オンの %s 
です。

STDBY_PWRCYCLE 3 スタンバイ スーパーバイザ エンジンが通知を受
け、モジュール %d のカードが電源オフ / オンの 
%s です。

CONSOLE 6 コンソールの所有権を %s プロセッサに変更して
います。

RUNNING_CONFIG 6 スイッチオーバーの間、OIR 機能は実行コンフィ
ギュレーション プロセッサをクリーンアップする
ために無効になっています。

DISALLOW 6 スーパーバイザ エンジンは、EHSA モードでセカ
ンダリとして立ち上がろうとしていますが、許可
されません。

HARDWARE_
REMOVAL

REMFAN 6 ファン %d が取り外されました。

HARDWARE_
INSERTION

INSFAN 6 ファン %d が挿入されました。

HARDWARE_
INSERTION

PSINSERTED 4 電源装置がスロット %d に挿入されました。

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド  
診断 標準またはインテリジェント ラインカードに関連
するイベント（TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

remote command switch show version 
show buffers 
show diagnostic result module <slot#> detail 
show diagnostic result module all 
show install running（ION only） 
show inventory 
show logging 
show logging system last 100 
show module 
show version

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

C2PLUSWITHNODB 2 スロット %d のモジュールには、転送ドータ ボー
ドがありません。電源は拒否されました。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

DFCMISMATCH 2 モジュール %d DFC は、スーパーバイザ エンジン 
DFC との互換性がありません。電源は拒否されま
した。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

BADFLOWCTRL 2 モジュール %d は、DFC をサポートするのに適し
たハードウェア バージョン レベルにはありませ
ん。電源は拒否されました。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

BADFLOWCTRL_WA
RN

2 警告：モジュール %d は、DFC3 をサポートするの
に適したハードウェア バージョン レベルにはあ
りません。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

BADPINN1 2 モジュール %d は、PFC3 システムと共存するのに
適したハードウェア バージョン レベルにはあり
ません。電源は拒否されました。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

FANUPGREQ 2 モジュール %d は、ファンのアップグレードを行
わないとサポートされません。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

INSUFFCOO 4 モジュール %d を十分に冷却できません。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

PROVISION 6 モジュール %d は、プロビジョニング要件を満た
していないため、電源が拒否されました。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

PWRFAILURE 6 モジュール %d は、パワー コンバータの障害が原
因でディセーブルになっています。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

LC_FAILURE 3 モジュール %d には、メジャー オンライン診断の
障害が発生しています。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

HARD_RESET 3 モジュール %d は、スイッチオーバー エラー回復
の一部としてハード リセットされています。

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

SOFT_RESET 3 モジュール %d は、スイッチオーバー エラー回復
の一部としてソフト リセットされています。

DOWNGRADE 6 ファブリック対応モジュール %d は、適切なハー
ドウェア バージョン レベルになく、流入モード
でのみ動作可能です。

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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アラート グループのトリガ イベントおよびコマンド
DIAG_OK

DIAG_BYPASS

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

DIAG_ERROR

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

DIAG_MINOR_ERRO
R

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

DIAG_MAJOR_ERRO
R

DIAG_LINE_CARD_N
OT_PRESENT

DIAG_LINE_CARD_R
EMOVED

DIAG_INVALID_TEST
_ID_RANGE

DIAG_INVALID_POR
T_RANGE

DIAG_IS_BUSY

DIAG_IS_IDLE

DIAG_NO_SCHEDUL
E

DIAG_SCHEDULE_EX
IST

DIAG_NO_TEST

DIAG_UNKNOWN

DIAG_NOT_AVAILAB
LE

DIAG_EXIT_ON_ERR
OR

DIAGNOSTIC
S_FAILURE

DIAG_EXIT_ON_FAIL
_LIMIT_REACHED

DIAG_INVALID_SCH
EDULE

DIAG_PF_DIAG_NOT
_SUPORTED

DIAG_IS_STOPPED

DIAG_INVALID_DEVI
CE_RANGE

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド
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メッセージの内容
メッセージの内容
次の表に、アラート グループ メッセージの内容形式を表示します。

 • 表 59-4 に、ショート テキスト メッセージの内容フィールドを示します。

 • 表 59-5 に、すべてのロング テキストおよび XML メッセージに共通する内容フィールドを示
します。特定のアラート グループ メッセージに固有のフィールドは、共通フィールドの間に
挿入されています。挿入ポイントは、表内に示されています。

 • 表 59-6 に、リアクティブ メッセージ（TAC ケースが必要なシステム障害）およびプロアク
ティブ メッセージ（システム パフォーマンスの低下を招くことがある問題）の挿入内容
フィールドを示します。

 • 表 59-7 に、目録メッセージの挿入内容フィールドを示します。

 • 表 59-8 に、ユーザ定義テスト メッセージの挿入内容フィールドを示します。

コンフィギュ
レーション

設定用のユーザ生成要求　（TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

remote command switch show version 
show install running（ION only） 
show module 
show running-config all 
show startup-config 
show version

テスト TEST ユーザ生成テスト メッセージ（TAC に送信）。

実行される CLI コマンド：

show install running（ION only） 
show module 
show version

表 59-3 Call Home アラート グループ、イベント、およびアクション（続き）

アラート グ
ループ

Call Home ト
リガ イベント Syslog イベント 重大度 説明および実行される CLI コマンド

表 59-4 ショート テキスト メッセージの形式 

データ項目 説明

デバイス ID 設定済みデバイス名

日付 / 時刻スタンプ トリガ イベントのタイム スタンプ

エラー隔離メッセージ トリガ イベントの英語の簡単な説明

アラーム緊急度レベル システム メッセージ適用されるようなエラー レベル
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メッセージの内容
表 59-5 すべてのロング テキスト メッセージと XML メッセージに共通のフィールド 

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）

タイム スタンプ ISO 時刻表記法によるイベントの日付および時刻のスタンプ：

YYYY-MM-DD HH:MM:SS GMT+HH:MM
/aml/header/time

メッセージ名 メッセージの名前。固有のイベント名は、「アラート グループの
トリガ イベントおよびコマンド」（p.59-16）に一覧になっていま
す。

/aml/header/name

メッセージ タイプ Syslog など、アラート グループの名前 /aml/header/type

メッセージ グルー
プ

具体的には、リアクティブまたはプロアクティブ /aml/header/group

重大度レベル メッセージの重大度レベル（表 59-1 [p.59-8] を参照） /aml/header/level

送信元 ID ルーティングの製品タイプ。具体的には Catalyst 6500 /aml/header/source

デバイス ID エンド デバイス生成メッセージの一意のデバイス ID（UDI）。
メッセージがファブリック スイッチに対して特定なものではない
場合、このフィールドは空になっている必要があります。形式は、
type@Sid@serial です。

 • type は、バックプレーン IDPROM にある製品モデル番号です。

 • @ is a separator character.

 • Sid は C で、シャーシのシリアル番号として識別されるシリア
ル ID です。

 • serial は、Sid フィールドで識別される番号です。

例：WS-C6509@C@12345678

/aml/ header/deviceId

カスタマー ID サポート サービスが契約情報または他の ID に使用する、任意の
ユーザ設定可能フィールドです。

/aml/ header/customerID

契約 ID サポート サービスが契約情報または他の ID に使用する、任意の
ユーザ設定可能フィールドです。

/aml/ header /contractId

サイト ID シスコが提供するサイト ID またはサポート サービスの変更に利用
する他のデータに使用される、任意のユーザ設定可能フィールド
です。

/aml/ header/siteId

サーバ ID メッセージがファブリック スイッチから生成されている場合、こ
れはスイッチの一意のデバイス ID（UDI）です。

形式は、type@Sid@serial です。

 • type は、バックプレーン IDPROM にある製品モデル番号です。

 • @ is a separator character.

 • Sid は C で、シャーシのシリアル番号として識別されるシリア
ル ID です。

 • serial は、Sid フィールドで識別される番号です。

例：WS-C6509@C@12345678

/aml/header/serverId

メッセージの説明 エラーを説明するショート テキスト /aml/body/msgDesc

デバイス名 イベントが発生したノード。これは、デバイスのホスト名です。 /aml/body/sysName
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メッセージの内容
連絡先名 イベントの発生したノードに関連する問題の連絡先となっている
人の名前

/aml/body/sysContact

連絡先 E メール この装置の連絡先に指定されている人の E メール アドレス /aml/body/sysContactEmail

連絡先電話番号 この装置の連絡先に指定されている人の電話番号 /aml/body/sysContactPhoneN
umber

住所 この装置に関連する RMA 部品発送先住所を含む任意のフィールド /aml/body/sysStreetAddress

モデル名 スイッチのモデル名。これは、製品ファミリ名の一部としての特
定のモデルです。

/aml/body/chassis/name

シリアル番号 装置のシャーシ シリアル番号 /aml/body/chassis/serialNo

シャーシの部品番
号

シャーシの上部アセンブリ番号 /aml/body/chassis/partNo

特定のアラート グループ メッセージの固有のフィールドは、ここに挿入されます。

このアラート グループに対して複数の CLI コマンドが実行される場合、次のフィールドが繰り返されることがあり
ます。

コマンド出力名 発行された CLI コマンドの正確な名前 /aml/attachments/attachment/n
ame

添付ファイル タイ
プ

具体的にはコマンド出力 /aml/attachments/attachment/t
ype

MIME タイプ 通常はテキスト / プレーンまたはエンコーディング タイプ /aml/attachments/attachment/
mime

コマンド出力テキ
スト

自動的に実行されるコマンドの出力（表 59-3 [p.59-16] を参照） /aml/attachments/attachment/a
tdata

表 59-6 リアクティブまたはプロアクティブ イベント メッセージの挿入フィールド 

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）

シャーシ ハード
ウェア バージョン

シャーシのハードウェア バージョン /aml/body/chassis/hwVersion

スーパーバイザ モ
ジュール ソフト
ウェア バージョン

トップレベル ソフトウェア バージョン /aml/body/chassis/swVersion

影響を受ける FRU 
名

イベント メッセージを生成する、影響を受ける FRU の名前 /aml/body/fru/name

影響を受ける FRU 
シリアル番号

影響を受ける FRU のシリアル番号 /aml/body/fru/serialNo

影響を受ける FRU 
部品番号

影響を受ける FRU の部品番号 /aml/body/fru/partNo

表 59-5 すべてのロング テキスト メッセージと XML メッセージに共通のフィールド（続き）

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）
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メッセージの内容
ロングテキスト形式の Syslog アラート通知の例
source:MDS9000
Switch Priority:7
Device Id:WS-C6509@C@FG@07120011
Customer Id:Example.com
Contract Id:123

FRU スロット イベント メッセージを生成する FRU のスロット番号 /aml/body/fru/slot

FRU ハードウェア 
バージョン

影響を受ける FRU のハードウェア バージョン /aml/body/fru/hwVersion

FRU ソフトウェア 
バージョン

影響を受ける FRU で実行されているソフトウェアのバージョン /aml/body/fru/swVersion

表 59-7 目録イベント メッセージの挿入フィールド 

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）

シャーシ ハード
ウェア バージョン

シャーシのハードウェア バージョン /aml/body/chassis/hwVersion

スーパーバイザ モ
ジュール ソフト
ウェア バージョン

トップレベル ソフトウェア バージョン /aml/body/chassis/swVersion

FRU 名 イベント メッセージを生成する、影響を受ける FRU の名前 /aml/body/fru/name

FRU シリアル番号 FRU のシリアル番号 /aml/body/fru/serialNo

FRU 部品番号 FRU の部品番号 /aml/body/fru/partNo

FRU スロット FRU のスロット番号 /aml/body/fru/slot

FRU ハードウェア 
バージョン

FRU のハードウェア バージョン /aml/body/fru/hwVersion

FRU ソフトウェア 
バージョン

FRU で実行されているソフトウェアのバージョン /aml/body/fru/swVersion

表 59-8 ユーザ生成テスト メッセージの挿入フィールド 

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）

プロセス ID 一意のプロセス ID /aml/body/process/id

プロセスの状態 プロセスの状態（たとえば、実行中または停止） /aml/body/process/processSta
te

プロセスの例外 例外または理由コード /aml/body/process/exception

表 59-6 リアクティブまたはプロアクティブ イベント メッセージの挿入フィールド（続き）

データ項目（プ
レーン テキストお
よび XML） 説明（プレーン テキストおよび XML） XML タグ（XML 専用）
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メッセージの内容
Site Id:San Jose
Server Id:WS-C6509@C@FG@07120011
Time of Event:2004-10-08T11:10:44
Message Name:SYSLOG_ALERT
Message Type:Syslog
Severity Level:2
System Name:10.76.100.177
Contact Name:User Name
Contact Email:admin@yourcompany.com
Contact Phone:+1 408 555-1212
Street Address:#1234 Picaboo Street, Any city, Any state, 12345
Event Description:2006 Oct  8 11:10:44 10.76.100.177 %PORT-5-IF_TRUNK_UP: %$VSAN 1%$ 
Interface fc2/5, vsan 1 is up

syslog_facility:PORT
start chassis information:
Affected Chassis:WS-C6509
Affected Chassis Serial Number:FG@07120011
Affected Chassis Hardware Version:0.104
Affected Chassis Software Version:3.1(1)
Affected Chassis Part No:73-8607-01
end chassis information:

XML 形式の Syslog アラート通知の例
From: example
Sent: Wednesday, April 25, 2007 7:20 AM
To: User (user)
Subject: System Notification From Router - syslog - 2007-04-25 14:19:55
GMT+00:00

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap-env:Header>
<aml-session:Session xmlns:aml-session="http://www.example.com/2004/01/aml-session" 
soap-env:mustUnderstand="true" 
soap-env:role="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/role/next">
<aml-session:To>http://tools.example.com/services/DDCEService</aml-session:To>
<aml-session:Path>
<aml-session:Via>http://www.example.com/appliance/uri</aml-session:Via>
</aml-session:Path>
<aml-session:From>http://www.example.com/appliance/uri</aml-session:From>
<aml-session:MessageId>M2:69000101:C9D9E20B</aml-session:MessageId>
</aml-session:Session>
</soap-env:Header>
<soap-env:Body>
<aml-block:Block xmlns:aml-block="http://www.example.com/2004/01/aml-block">
<aml-block:Header>
<aml-block:Type>http://www.example.com/2005/05/callhome/syslog</aml-block:Type>
<aml-block:CreationDate>2007-04-25 14:19:55 GMT+00:00</aml-block:CreationDate>
<aml-block:Builder>
<aml-block:Name>Cat6500</aml-block:Name>
<aml-block:Version>2.0</aml-block:Version>
</aml-block:Builder>
<aml-block:BlockGroup>
<aml-block:GroupId>G3:69000101:C9F9E20C</aml-block:GroupId>
<aml-block:Number>0</aml-block:Number>
<aml-block:IsLast>true</aml-block:IsLast>
<aml-block:IsPrimary>true</aml-block:IsPrimary>
<aml-block:WaitForPrimary>false</aml-block:WaitForPrimary>
</aml-block:BlockGroup>
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メッセージの内容
<aml-block:Severity>2</aml-block:Severity>
</aml-block:Header>
<aml-block:Content>
<ch:CallHome xmlns:ch="http://www.example.com/2005/05/callhome" version="1.0">
<ch:EventTime>2007-04-25 14:19:55 GMT+00:00</ch:EventTime>
<ch:MessageDescription>03:29:29: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by 
console</ch:MessageDescription>
<ch:Event>
<ch:Type>syslog</ch:Type>
<ch:SubType></ch:SubType>
<ch:Brand>Cisco Systems</ch:Brand>
<ch:Series>Catalyst 6500 Series Switches</ch:Series>
</ch:Event>
<ch:CustomerData>
<ch:UserData>
<ch:Email>user@example.com</ch:Email>
</ch:UserData>
<ch:ContractData>
<ch:CustomerId>12345</ch:CustomerId>
<ch:SiteId>building 1</ch:SiteId>
<ch:ContractId>abcdefg12345</ch:ContractId>
<ch:DeviceId>WS-C6509@C@69000101</ch:DeviceId>
</ch:ContractData>
<ch:SystemInfo>
<ch:Name>Router</ch:Name>
<ch:Contact></ch:Contact>
<ch:ContactEmail>user@example.com</ch:ContactEmail>
<ch:ContactPhoneNumber>+1 408 555-1212</ch:ContactPhoneNumber>
<ch:StreetAddress>270 E. Tasman Drive, San Jose, CA</ch:StreetAddress>
</ch:SystemInfo>
</ch:CustomerData>
<ch:Device>
<rme:Chassis xmlns:rme="http://www.example.com/rme/4.0">
<rme:Model>WS-C6509</rme:Model>
<rme:HardwareVersion>1.0</rme:HardwareVersion>
<rme:SerialNumber>69000101</rme:SerialNumber>
<rme:AdditionalInformation>
<rme:AD name="PartNumber" value="73-3438-03 01" />
<rme:AD name="SoftwareVersion" value="12.2(20070421:012711)" />
</rme:AdditionalInformation>
</rme:Chassis>
</ch:Device>
</ch:CallHome>
</aml-block:Content>
<aml-block:Attachments>
<aml-block:Attachment type="inline">
<aml-block:Name>show logging</aml-block:Name>
<aml-block:Data encoding="plain">
<![CDATA[
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 0 flushes, 0 
overruns, xml disabled, filtering disabled)
    Console logging: level debugging, 53 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging: level debugging, 53 messages logged, xml disabled,
                    filtering disabled
    Exception Logging: size (4096 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Trap logging: level informational, 72 message lines logged
          
Log Buffer (8192 bytes):
 
00:00:54: curr is 0x20000
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メッセージの内容
 
00:00:54: RP: Currently running ROMMON from F2 region
00:01:05: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:01:09: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISEK9_DBG-VM), Experimental 
Version 12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 15:54 by xxx
 
Firmware compiled 11-Apr-07 03:34 by integ Build [100]
 

00:01:01: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor for this switch
 
00:01:01: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console 
debugging output.
 
00:03:00: SP: SP: Currently running ROMMON from F1 region
00:03:07: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting for config 
register is 0x2102.It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it prevents returning to 
ROMMON when break is issued.
          
00:03:18: %SYS-SP-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, s72033_sp Software (s72033_sp-ADVENTERPRISEK9_DBG-VM), Experimental 
Version 12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 18:00 by xxx
00:03:18: %SYS-SP-6-BOOTTIME: Time taken to reboot after reload =  339 seconds
00:03:18: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 1
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 1 turned on.
00:03:18: %OIR-SP-6-INSPS: Power supply inserted in slot 2
00:01:09: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSOK: power supply 2 turned on.
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTMISMATCH: power supplies rated outputs do not match.
00:03:18: %C6KPWR-SP-4-PSREDUNDANTBOTHSUPPLY: in power-redundancy mode, system is 
operating on both power supplies.
00:01:10: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
00:01:10: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
00:03:20: %C6KENV-SP-4-FANHIOUTPUT: Version 2 high-output fan-tray is in effect
00:03:22: %C6KPWR-SP-4-PSNOREDUNDANCY: Power supplies are not in full redundancy, power 
usage exceeds lower capacity supply
00:03:26: %FABRIC-SP-5-FABRIC_MODULE_ACTIVE: The Switch Fabric Module in slot 6 became 
active.
00:03:28: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 6: Running Minimal Diagnostics...
00:03:50: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 6: Passed Online Diagnostics
00:03:50: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 6, interfaces are now online
00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 3: Running Minimal Diagnostics...
00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 7: Running Minimal Diagnostics...
00:03:51: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 9: Running Minimal Diagnostics...
00:01:51: %MFIB_CONST_RP-6-REPLICATION_MODE_CHANGE: Replication Mode Change Detected. 
Current system replication mode is Ingress
00:04:01: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 3: Passed Online Diagnostics
00:04:01: %OIR-SP-6-DOWNGRADE: Fabric capable module 3 not at an appropriate hardware 
revision level, and can only run in flowthrough mode
00:04:02: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 3, interfaces are now online
00:04:11: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 7: Passed Online Diagnostics
00:04:14: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 7, interfaces are now online
00:04:35: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 9: Passed Online Diagnostics
00:04:37: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 9, interfaces are now online
00:00:09: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 3)
 
Firmware compiled 11-Apr-07 03:34 by integ Build [100]
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メッセージの内容
00:00:22: %SYS-DFC4-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6lc2 Software (c6lc2-SPDBG-VM), Experimental Version 
12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 17:20 by xxx
00:00:23: DFC4: Currently running ROMMON from F2 region
00:00:25: %SYS-DFC2-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6slc Software (c6slc-SPDBG-VM), Experimental Version 
12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 16:40 by username1
00:00:26: DFC2: Currently running ROMMON from F2 region
00:04:56: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 4: Running Minimal Diagnostics...
00:00:09: DaughterBoard (Distributed Forwarding Card 3)
 
Firmware compiled 11-Apr-07 03:34 by integ Build [100]
 
slot_id is 8
 
00:00:31: %FLASHFS_HES-DFC8-3-BADCARD: /bootflash:: The flash card seems to be corrupted
00:00:31: %SYS-DFC8-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6lc2 Software (c6lc2-SPDBG-VM), Experimental Version 
12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 17:20 by username1
00:00:31: DFC8: Currently running ROMMON from S (Gold) region
00:04:59: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 2: Running Minimal Diagnostics...
00:05:12: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 8: Running Minimal Diagnostics...
00:05:13: %DIAG-SP-6-RUN_MINIMUM: Module 1: Running Minimal Diagnostics...
00:00:24: %SYS-DFC1-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, c6slc Software (c6slc-SPDBG-VM), Experimental Version 
12.2(20070421:012711) 
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Apr-07 16:40 by username1
00:00:25: DFC1: Currently running ROMMON from F2 region
00:05:30: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 4: Passed Online Diagnostics
00:05:31: %SPAN-SP-6-SPAN_EGRESS_REPLICATION_MODE_CHANGE: Span Egress HW Replication Mode 
Change Detected. Current replication mode for unused asic session 0 is Centralized
00:05:31: %SPAN-SP-6-SPAN_EGRESS_REPLICATION_MODE_CHANGE: Span Egress HW Replication Mode 
Change Detected. Current replication mode for unused asic session 1 is Centralized
00:05:31: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 4, interfaces are now online
00:06:02: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 1: Passed Online Diagnostics
00:06:03: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 1, interfaces are now online
00:06:31: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 2: Passed Online Diagnostics
00:06:33: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 2, interfaces are now online
00:04:30: %XDR-6-XDRIPCNOTIFY: Message not sent to slot 4/0 (4) because of IPC error 
timeout. Disabling linecard. (Expected during linecard OIR)
00:06:59: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 8: Passed Online Diagnostics
00:06:59: %OIR-SP-6-DOWNGRADE_EARL: Module 8 DFC installed is not identical to system PFC 
and will perform at current system operating mode.
00:07:06: %OIR-SP-6-INSCARD: Card inserted in slot 8, interfaces are now online

Router#]]></aml-block:Data>
</aml-block:Attachment>
</aml-block:Attachments>
</aml-block:Block>
</soap-env:Body>
</soap-env:Envelope> 
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SNMP ifIndex の持続性の設定

この章では、Cisco IOS Software Release 12.2SX で SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）
Interface Index（ifIndex）の持続性を設定する手順について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • SNMP ifIndex の持続性の概要（p.60-1）
 • SNMP ifIndex の持続性の設定（p.60-2）

SNMP ifIndex の持続性の概要
SNMP ifIndex の持続性の機能は、スイッチが再起動するときに保持され使用されているインター
フェイス インデックス（ifIndex）値を提供します。ifIndex 値は、物理または、論理インターフェ
イスに関連する一意の識別番号です。

関連する RFC では、特定の ifIndex 値とインターフェイス間のやりとりが、スイッチの再起動時
に維持されているための要件はありませんが、多くのアプリケーション（たとえば、装置目録、
課金情報、障害検出）は、このやりとりの維持を必要とします。

インターフェイスを ifIndex に関連付けるのに、一定のインターバルでスイッチをポーリングす
ることができますが、定期的にポーリングすることは実用的ではありません。SNMP ifIndex の持
続性機能は、持続的な ifIndex 値を提供し、それによってインターフェイスをポーリングする必
要がなくなります。

以下の定義は、RFC 2233「The Interfaces Group MIB using SMIv2」に基づいています。以下の用語
は、Interfaces MIB（IF-MIB; インターフェイス管理情報ベース）内の値です。

 • ifIndex — そのインターフェイスの SNMP ID に対する各インターフェイスを識別する一意の
番号（0 より大きい）。

 • ifName — インターフェイスのテキストベースの名前。[ethernet 3/1] など。

 • ifDescr — インターフェイスの説明。この説明用の推奨情報としては、メーカー名、製品名、
インターフェイスのハードウェアとソフトウェアのバージョンがあります。
60-1
 IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html


第 60 章      SNMP ifIndex の持続性の設定          

SNMP ifIndex の持続性の設定
SNMP ifIndex の持続性の設定
ここでは、SNMP ifIndex の持続性の設定手順について説明します。

 • SNMP ifIndex の持続性のグローバルなイネーブル化（p.60-2）（任意）

 • 特定のインターフェイス上における SNMP ifIndex の持続性のイネーブル化およびディセーブ
ル化（p.60-2）（任意）

（注） ifIndex コマンドが設定されていることを確認するには、more system:running-config コマンドを
使用します。

SNMP ifIndex の持続性のグローバルなイネーブル化

SNMP ifIndex の持続性は、デフォルトでディセーブルになります。SNMP ifIndex の持続性をグ
ローバルにイネーブルにするには、次の作業を行います。

次の例では、SNMP ifIndex の持続性をすべてのインターフェイスでイネーブルにします。

router(config)# snmp-server ifindex persist

SNMP ifIndex の持続性のグローバルなディセーブル化

SNMP ifIndex の持続性をイネーブルにしたあとディセーブルにするには、次の作業を行います。

次の例では、SNMP ifIndex の持続性がすべてのインターフェイスでディセーブルにされます。

router(config)# no snmp-server ifindex persist

特定のインターフェイス上における SNMP ifIndex の持続性のイネー
ブル化およびディセーブル化

特定のインターフェイス上でのみ、SNMP ifIndex の持続性をイネーブルにするには、次の作業を
行います。

コマンド 目的

Router(config)# snmp-server ifindex persist SNMP ifIndex の持続性をグローバルにイネーブルにしま
す。

コマンド 目的

Router(config)# no snmp-server ifindex persist SNMP ifIndex の持続性をグローバルにディセーブルにし
ます。
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SNMP ifIndex の持続性の設定  
（注） [no] snmp ifindex persistence インターフェイス コマンドは、サブインターフェイスで使用するこ
とはできません。インターフェイスに適用されるコマンドは、そのインターフェイスに関連する
すべてのサブインターフェイスに自動的に適用されます。

次の例では、SNMP ifIndex の持続性が、インターフェイス Ethernet 3/1 でのみイネーブルになり
ます。

router(config)# interface ethernet 3/1
router(config-if)# snmp ifindex persist
router(config-if)# exit

次の例では、SNMP ifIndex の持続性が、インターフェイス Ethernet 3/1 でのみディセーブルにな
ります。

router(config)# interface ethernet 3/1
router(config-if)# no snmp ifindex persist
router(config-if)# exit

特定のインターフェイスにおける SNMP ifIndex の持続性設定の消去

インターフェイス固有の SNMP ifIndex の持続性設定を消去し、インターフェイスがグローバル 
コンフィギュレーション設定を使用するように設定するには、次の作業を行います。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface {vlan vlan_ID} | 
{type1 slot/port} | {port-channel 
port_channel_number}

1. type = サポートされているインターフェイスのタイプ

設定するインターフェイスを選択します。

ステップ 2 Router(config-if)# snmp ifindex persist 特定のインターフェイスで SNMP ifIndex の持続
性をイネーブルにします。

Router(config-if)# no snmp ifindex persist 特定のインターフェイスで SNMP ifIndex の持続
性をディセーブルにします。

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type slot/port 特定のインターフェイスのインターフェイス コ
ンフィギュレーション モードを開始します。イ
ンターフェイス コマンドの構文は使用している
プラットフォームにより異なることに注意して
ください。

ステップ 2 Router(config-if)# snmp ifindex clear インターフェイス固有の SNMP ifIndex 持続性設
定を消去し、グローバル コンフィギュレーショ
ン設定に戻します。

ステップ 3 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。
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SNMP ifIndex の持続性の設定
次の例では、インターフェイス Ethernet 3/1 における SNMP ifIndex の持続性に対する以前の設定
を、コンフィギュレーションから削除します。SNMP ifIndex の持続性がグローバルにイネーブル
に設定されている場合、SNMP ifIndex の持続性はインターフェイス Ethernet 3/1 でイネーブルに
なります。SNMP ifIndex の持続性がグローバルにディセーブルに設定されている場合、SNMP 
ifIndex の持続性は、インターフェイス Ethernet 3/1 でディセーブルになります。

router(config)# interface ethernet 3/1
router(config-if)# snmp ifindex clear
router(config-if)# exit
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Top-N レポートの使用

ここでは、Cisco IOS Software Release 12.2SX で Top-N レポートを使用する方法を説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • Top-N レポートの概要（p.61-1）
 • Top-N レポートの使用（p.61-2）

Top-N レポートの概要
ここでは Top-N レポートについて説明します。

 • Top-N レポートの概要（p.61-1）
 • Top-N レポートの操作の概要（p.61-2）

Top-N レポートの概要

Top-N レポートを使用すると、スイッチの各物理ポートからデータを収集し、分析できます。起
動後、Top-N レポートは適切なハードウェア カウンタから統計情報を取得してから、ユーザが指
定したインターバルの間、スリープ モードに入ります。インターバルが経過すると、レポートは
同じハードウェア カウンタから現在の統計情報を取得して、前回収集した統計情報と比較し、そ
の差分を保存します。各ポートの統計情報は、表 61-1 に示すいずれかの統計タイプによって
ソートされます。

表 61-1 有効な Top-N の統計タイプ 

統計タイプ 定義

broadcast 入力および出力ブロードキャスト パケット数

bytes 入力および出力バイト数

errors 入力エラー数

multicast 入力および出力マルチキャスト パケット数

overflow 発生したバッファ オーバーフローの回数
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Top-N レポートの使用
（注） Top-N レポートはポート利用率を計算する際、Tx および Rx 回線を同一カウンタにまとめます。
また、利用率の割合（%）の計算では、全二重帯域幅が対象となります。たとえば、ギガビット 
イーサネット ポートの場合は 2000 Mbps 全二重となります。

Top-N レポートの操作の概要

collect top コマンドを入力すると、処理が開始され、システム プロンプトがただちに再び表示さ
れます。処理が完了すると、レポートはその場で画面上に表示されるのではなく、あとで参照で
きるように保存されます。Top-N レポートはレポートの生成が完了すると、画面に Syslog メッ
セージを送信して通知します。

生成が完了したレポートを表示するには、show top counters interface report コマンドを使用しま
す。完了したレポートだけが表示されます。まだ完了していないレポートに対しては、処理につ
いての簡単な概要情報を表示します。

Top-N の処理を終了するには、clear top counters interface report コマンドを使用します。Ctrl–C 
キーを押しても、Top-N レポートの処理は中止されません。完了したレポートは、明示的に削除
するまで表示可能です。削除するには、clear top counters interface report {all | report_num} コマン
ドを入力します。

Top-N レポートの使用
ここでは、Top-N レポートの使用方法について説明します。

 • Top-N レポート作成のイネーブル化（p.61-2）
 • Top-N レポートの表示（p.61-3）
 • Top-N レポートのクリア（p.61-4）

Top-N レポート作成のイネーブル化

Top-N レポートの作成をイネーブルにするには、次の作業を行います。

packets 入力および出力パケット数

utilization 利用率

表 61-1 有効な Top-N の統計タイプ（続き）

統計タイプ 定義

コマンド 目的

Router# collect top [number_of_ports] counters 
interface {type1 | all | layer-2 | layer-3} [sort-by 
statistic_type2] [interval seconds] 

1. type = fastethernet、gigabitethernet、tengigabitethernet、port-channel

2. statistic_type = broadcast、bytes、errors、multicast、overflow、packets、utilization

Top-N レポートの作成をイネーブルにします。
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Top-N レポートの使用 
Top-N レポートの作成をイネーブルにする場合は、次の点に注意してください。

 • レポート作成の対象として、 も混雑しているポート数を指定できます（デフォルトは 20）。
 • ポートが も混雑しているとみなされる統計タイプを指定できます（デフォルトは 

utilization）。
 • 統計情報を収集するためのインターバルを指定できます（有効範囲は 0 ～ 999、デフォルト

は 30 秒）。

 • utilization レポートを除き（sort-by utilization キーワードを使用して設定）、レポート作成の
インターバルを 0 に指定できます。この場合は、インターバル開始時のカウンタ値とイン
ターバル終了時のカウンタ値の差分ではなく、現在のカウンタ値がレポートに表示されま
す。

次の例は、利用率が も高い 4 つのポートに対し、Top-N レポートの作成をイネーブルにしま
す。インターバルは 76 秒に設定します。

Router# collect top 4 counters interface all sort-by utilization interval 76 
TopN collection started.

Top-N レポートの表示

Top-N レポートを表示するには、次の作業を行います。

Top-N レポートの統計情報は、次の状況では表示されません。

 • 初のポーリング実行時にポートが存在しない場合。

 • 2 度めのポーリング実行時にポートが存在しない場合。

 • ポーリング インターバルの間にポートの速度またはデュプレックスが変更された場合。

 • ポーリング インターバルの間にポート タイプがレイヤ 2 からレイヤ 3 に変更された場合。

 • ポーリング インターバルの間にポート タイプがレイヤ 3 からレイヤ 2 に変更された場合。

次に、すべての Top-N レポート情報を表示する例を示します。

Router# show top counters interface report 
Id Start Time                   Int N   Sort-By   Status  Owner
-- ---------------------------- --- --- --------- ------- ----------------------
1  08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
2  08:19:54 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
3  08:21:34 UTC Tue Nov 23 2004 76  20  util      done    console
4  08:26:50 UTC Tue Nov 23 2004 90  20  util      done    console

（注） 統計情報の収集が完了していないレポートの場合は、ステータスが pending として表示されます。

次に、特定の Top-N レポートを表示する例を示します。

Router# show top counters interface report 1 
Started By        : console
Start Time        : 08:18:25 UTC Tue Nov 23 2004
End Time          : 08:19:42 UTC Tue Nov 23 2004
Port Type         : All
Sort By           : util

コマンド 目的

Router# show top counters interface report [report_num] Top-N レポートを表示します。

（注） すべてのレポート情報を表示する場合、
report_num 値を入力しないでください。
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Top-N レポートの使用
Interval          : 76 seconds
Port    Band  Util Bytes       Packets     Broadcast  Multicast  In-  Buf-
        width      (Tx + Rx)   (Tx + Rx)   (Tx + Rx)  (Tx + Rx)  err  ovflw
------- ----- ---- ----------- ----------- ---------- ---------- ---- -----

Fa2/5   100   50   726047564   11344488    11344487   1          0    0   
Fa2/48  100   35   508018905   7937789     0          43         0    0   
Fa2/46  100   25   362860697   5669693     0          43         0    0   
Fa2/47  100   22   323852889   4762539     4762495    43         0    0 

Top-N レポートのクリア

Top-N レポートを消去するには、次のいずれかの作業を行います。

次に、ステータスが done のすべてのレポートを消去する例を示します。

Router# clear top counters interface report 
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 1 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 2 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 3 deleted by the console
04:00:06: %TOPN_COUNTERS-5-DELETED: TopN report 4 deleted by the console

次に、番号 4 のレポートを消去する例を示します。

Router# clear top counters interface report 4 
04:52:12: %TOPN_COUNTERS-5-KILLED: TopN report 4 killed by the console

コマンド 目的

Router# clear top counters interface report ステータスが done のすべての Top-N レポートを消去
します。

Router# clear top counters interface report [report_num] ステータスに関係なく、番号が report_num の Top-N 
レポートを消去します。
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レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用

この章では、レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用方法について説明します。

（注） この章で使用しているコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL の『Cisco 
IOS Software Releases 12.2SX Command References』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/122sxmcl/12_2sx_mcl_book.html

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • レイヤ 2 traceroute ユーティリティの概要（p.62-1）
 • 使用上の注意事項（p.62-1）
 • レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用（p.62-2）

レイヤ 2 traceroute ユーティリティの概要
レイヤ 2 traceroute ユーティリティは、送信元装置から宛先装置までパケットが通過するレイヤ 2 
パスを識別します。レイヤ 2 traceroute は、ユニキャストの送信元および宛先 MAC（メディア ア
クセス制御）アドレスのみをサポートします。このユーティリティは、パス上の各スイッチの持
つ MAC アドレス テーブルを使用して、パスを特定します。レイヤ 2 traceroute ユーティリティ
は、レイヤ 2 traceroute をサポートしない装置をパス上で検出すると、レイヤ 2 トレース クエリー
を送信し続け、これらのクエリーをタイムアウトにします。

レイヤ 2 traceroute ユーティリティが識別できるのは、送信元装置から宛先装置までのパスのみで
す。パケットが送信元ホストから送信元装置に到達するパスや、宛先装置から宛先ホストへのパ
スは識別できません。

使用上の注意事項
レイヤ 2 traceroute ユーティリティを使用する際は、次の注意事項に従ってください。

 • ネットワーク内のすべての装置で、Cisco Discovery Protocol（CDP）をイネーブルにする必要
があります。CDP をディセーブルにすると、レイヤ 2 traceroute ユーティリティが正しく動作
しません。レイヤ 2 パス内のいずれかの装置が CDP に対して透過的であると、レイヤ 2 
traceroute ユーティリティはパス上でこの装置を識別できません。

 • ping 特権 EXEC コマンドを使用して接続をテストできれば、このスイッチは別のスイッチか
ら到達可能であると定義できます。レイヤ 2 パス内のすべての装置は、互いに到達可能であ
る必要があります。
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レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用
 • パス内で識別可能な 大ホップ数は 10 です。

 • 送信元装置から宛先装置までのレイヤ 2 パス上にないスイッチでは、traceroute mac または 
traceroute mac ip 特権 EXEC コマンドを実行できます。パス内のすべての装置は、このス
イッチから到達可能である必要があります。

 • traceroute mac コマンドの出力結果としてレイヤ 2 パスが表示されるのは、指定の送信元お
よび宛先 MAC アドレスが、同一の VLAN（仮想 LAN）に属している場合のみです。指定し
た送信元および宛先 MAC アドレスが、それぞれ異なる VLAN に属している場合は、レイヤ 
2 パスは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

 • マルチキャストの送信元または宛先 MAC アドレスを指定すると、パスは識別されず、エ
ラー メッセージが表示されます。

 • 送信元または宛先 MAC アドレスが複数の VLAN に属する場合は、送信元および宛先 MAC 
アドレスの両方が属している VLAN を指定する必要があります。VLAN を指定しないと、パ
スは識別されず、エラー メッセージが表示されます。

 •  traceroute mac ip コマンドの出力結果にレイヤ 2 パスが表示されるのは、指定の送信元およ
び宛先 IP アドレスが同一のサブネットに属している場合です。IP アドレスを指定すると、レ
イヤ 2 traceroute ユーティリティは Address Resolution Protocol（ARP; アドレス解決プロトコ
ル）を使用して、IP アドレスと、これに対応する MAC アドレスおよび VLAN ID を関連付け
ます。

 – 指定の IP アドレスに対する ARP エントリが存在する場合は、レイヤ 2 traceroute ユー
ティリティはこれに関連付けられた MAC アドレスを使用して、レイヤ 2 パスを識別しま
す。

 – ARP エントリが存在しない場合は、レイヤ 2 traceroute ユーティリティは ARP クエリーを
送信し、この IP アドレスの解決を試みます。IP アドレスが解決されない場合は、パスは
識別されず、エラー メッセージが表示されます。

 • 複数の装置がハブを介して 1 つのポートに接続されている場合は（1 つのポート上で複数の 
CDP ネイバーが検出された場合など）、レイヤ 2 traceroute ユーティリティはこのホップで終
了し、エラー メッセージが表示されます。

 • レイヤ 2 traceroute ユーティリティは、トークン リング VLAN ではサポートされません。

レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用
パケットが通過した送信元装置から宛先装置までのレイヤ 2 パスを表示するには、特権 EXEC 
モードで、次のいずれかの作業を行います。

次の例は、traceroute mac および traceroute mac ip コマンドを使用して、パケットが宛先に到達
するまでに通過したネットワーク上の物理パスを表示します。

Router# traceroute mac 0000.0201.0601 0000.0201.0201

Source 0000.0201.0601 found on con6[WS-C2950G-24-EI] (2.2.6.6)
con6 (2.2.6.6) :Fa0/1 => Fa0/3
con5                 (2.2.5.5        )  :    Fa0/3 => Gi0/1

コマンド 目的

Router# traceroute mac [interface type interface_number] 
source_mac_address [interface type interface_number] 
destination_mac_address [vlan vlan_id] [detail]

MAC アドレスを使用して、パケットがネットワーク上で
通過したパスを追跡します。

Router# traceroute mac ip {source_ip_address | 
source_hostname} {destination_ip_address | 
destination_hostname} [detail]

IP アドレスを使用して、パケットがネットワーク上で通
過したパスを追跡します。
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レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用   
con1                 (2.2.1.1        )  :    Gi0/1 => Gi0/2
con2                 (2.2.2.2        )  :    Gi0/2 => Fa0/1
Destination 0000.0201.0201 found on con2[WS-C3550-24] (2.2.2.2)
Layer 2 trace completed
Router# 
Router# traceroute mac 0001.0000.0204 0001.0000.0304 detail 
Source 0001.0000.0204 found on VAYU[WS-C6509] (2.1.1.10)
1 VAYU / WS-C6509 / 2.1.1.10 :
                Gi6/1 [full, 1000M] => Po100 [auto, auto]
2 PANI / WS-C6509 / 2.1.1.12 :
                Po100 [auto, auto] => Po110 [auto, auto]
3 BUMI / WS-C6509 / 2.1.1.13 :
                Po110 [auto, auto] => Po120 [auto, auto]
4 AGNI / WS-C6509 / 2.1.1.11 :
                Po120 [auto, auto] => Gi8/12 [full, 1000M] Destination 0001.0000.0304 
found on AGNI[WS-C6509] (2.1.1.11) Layer 2 trace completed.
Router# 
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レイヤ 2 traceroute ユーティリティの使用
62-4
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



P A R T  1 5

付録





Cisco IOS S
OL-13013-03-J

A
 P P E N D I X A

オンライン診断テスト

この付録ではオンライン診断テストについて説明し、その使用方法についての推奨事項を示しま
す。

オンライン診断テストには、次のカテゴリがあります。

 • グローバル ヘルス モニタリング テスト（p.A-2）
 • ポート単位のテスト（p.A-4）
 • PFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト（p.A-8）
 • DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト（p.A-10）
 • PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト（p.A-16）
 • DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト（p.A-21）
 • レプリケーション エンジン テスト（p.A-27）
 • ファブリック テスト（p.A-29）
 • 完全メモリ テスト（p.A-32）
 • IPSEC サービス モジュール テスト（p.A-35）
 • ストレス テスト（p.A-36）
 • クリティカル リカバリ テスト（p.A-37）
 • 一般テスト（p.A-39）
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グローバル ヘルス モニタリング テスト
（注） • オンライン診断テストの設定については、第 11 章「オンライン診断の設定」を参照してくだ
さい。

 • オンライン診断テストをイネーブルにする前に、すべての警告メッセージを確認できるよう
にコンソール / モニタのロギングをイネーブルにすることを推奨します。

 • また、コンソールを介して接続している場合には、中断を伴うテストのみを実行するように
してください。中断を伴うテストが完了すると、コンソールにシステムをリロードして通常
の動作に戻すよう指示するメッセージが表示されます。確実にこの警告に従ってください。

 • テストの実行中、ポートを内部的にループしてストレス テストを行いますが、外部トラ
フィックがテスト結果に影響を与えることがあるため、すべてのポートがシャットダウンさ
れます。スイッチが、通常の動作に戻るようにするには、スイッチをリブートする必要があ
ります。スイッチをリロードするためにコマンドを発行するとき、システムにより、コン
フィギュレーションを保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

 • コンフィギュレーションは保存しないでください。

 • スイッチ プロセッサ（SP）でテストを実行している場合、テストが開始されてから完了した
ら、スイッチをリロードするか、電源を切断してから再度電源投入する必要があります。

 • 他のモジュール上でテストを実行している場合、テストが開始されてから完了したら、モ
ジュールをリセットする必要があります。

グローバル ヘルス モニタリング テスト
次のテストは、グローバル ヘルス モニタリング テストです。

 • TestSPRPInbandPing（p.A-2）
 • TestMacNotification（p.A-3）

TestSPRPInbandPing
TestSPRPIinbandPing テストでは、スイッチ プロセッサからルート プロセッサへのパス上にある
レイヤ 2 転送エンジン、レイヤ 3 転送エンジン、レイヤ 4 転送エンジンおよびレプリケーション 
エンジンを使用して、診断パケット テストを実行することにより、スーパーバイザ エンジン上
のランタイム ソフトウェア ドライバおよびハードウェアの大部分の問題を検出します。パケッ
トは、15 秒ごとに送信されます。テストに 10 回連続して失敗すると、冗長スーパーバイザ エン
ジン（デフォルト）へのフェールオーバー、または冗長スーパーバイザ エンジンが搭載されてい
ない場合は、スーパーバイザ エンジンのリロードが発生します。

表 A-1 TestSPRPInbandPing テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇
中は、テストは精度を維持するために自動的にディセー
ブルになります。

デフォルト オン

リリース
12.1(13)E、12.2(14)SX ～ 12.2(17d)SXB5 および 
12.2(18)SXD
A-2
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グローバル ヘルス モニタリング テスト   
TestScratchRegister
TestScratchRegister テストでは、レジスタに値を書き込み、これらのレジスタから再度値を読み
取ることによって、Application-Specific Integrated Circuit（ASIC; 特定用途向け IC）のヘルスをモ
ニタします。このテストは、30 秒ごとに実行されます。5 回連続して失敗すると、スーパーバイ
ザ エンジンのスイッチオーバー（またはリセット）（スーパーバイザ エンジンのテスト時）、ま
たはモジュールの電源切断（モジュールのテスト時）が発生します。

TestMacNotification
TestMacNotification テストでは、DFC モジュールとスーパーバイザ エンジン間のデータ パスおよ
び制御パスが適切に動作していることを確認します。またこのテストでは、レイヤ 2 MAC アド
レスとレイヤ 2 MAC アドレス テーブルとの整合性も確認します。このテストは、6 秒ごとに実
行されます。10 回連続して失敗すると、ブートアップまたはランタイム（デフォルト）間にモ
ジュールがリセットされます。モジュールは 3 回連続してリセットされたあと、切断されます。

修正措置 アクティブ スーパーバイザ エンジンをリセットします。

ハードウェア サポート アクティブおよびスタンバイ スーパーバイザ エンジン

表 A-1 TestSPRPInbandPing テストの属性（続き）

表 A-2 TestScratchRegister テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 ディセーブルにしないでください。

デフォルト オン

リリース 12.2(14)SX

修正措置
故障しているスーパーバイザ エンジンをリセットする
か、またはモジュールの電源を切断します。

ハードウェア サポート

Supervisor Engine 720、DFC 搭載モジュール、
WS-X6148-FE-SFP、WS-X6148A-GE-TX、および 
WS-X6148A-RJ-45

表 A-3 TestMacNotification テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 ディセーブルにしないでください。

デフォルト オン

リリース 12.2(14)SX

修正措置

モジュールをリセットします。モジュールで連続して 10 
回失敗するか、または連続して 3 回リセットされると、
電源が切断されます。

ハードウェア サポート DFC 搭載モジュール
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ポート単位のテスト
TestErrorCounterMonitor
TestErrorCounterMonitor テストは、モジュール内に保持されているエラー カウンタに定期的に
ポーリングを行って、システム内の各モジュールで発生するエラー / 中断を監視します。エラー
数がしきい値を超えた場合、エラーカウンタ ID、ポート番号、合計障害数、連続障害数、およ
びエラー カウンタの重大度を含む詳細情報とともに、Syslog メッセージが表示されます。

ポート単位のテスト
ポート単位のテストには、次のテストが含まれます。

 • TestNonDisruptiveLoopback（p.A-4）
 • TestLoopback（p.A-5）
 • TestActiveToStandbyLoopback（p.A-5）
 • TestUnusedPortLoopback（p.A-6）
 • TestTransceiverIntegrity（p.A-7）
 • TestNetflowInlineRewrite（p.A-7）
 • TestPortTxMonitoring（p.A-7）

TestNonDisruptiveLoopback
TestNonDisruptiveLoopback テストでは、スーパーバイザ エンジンとモジュールのネットワーク 
ポート間のデータ パスを確認します。このテストでは、レイヤ 2 パケットがテスト ポートのグ
ループを含む VLAN（仮想 LAN）にフラッディングされます。テスト ポート グループは、ポー
ト ASIC チャネルごとに 1 つのポートで構成されます。テスト ポート グループの各ポートでは、
中断せずにパケットをループ バックして、スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートに戻るよう
に指定します。テスト ポート グループのポートは、パラレルにテストされます。

表 A-4 TestErrorCounterMonitor テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇
中、このテストは精度を維持するために自動的にディ
セーブルになります。

デフォルト オン

リリース 12.2(33)SXH

修正措置
そのポートで検出されたエラーカウンタを示す Syslog 
メッセージを表示します。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

表 A-5 TestNonDisruptiveLoopback テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 ディセーブルにしないでください。
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ポート単位のテスト
TestLoopback
TestLoopback テストでは、スーパーバイザ エンジンとモジュールのネットワーク ポート間の
データ パスを確認します。このテストでは、レイヤ 2 パケットが、テスト ポートおよびスー
パーバイザ エンジンの帯域内ポートのみを含む VLAN にフラッディングされます。パケットは
ポート内をループ バックして、同じ VLAN のスーパーバイザ エンジンに戻ります。

TestActiveToStandbyLoopback
TestActiveToStandbyLoopback テストでは、アクティブ スーパーバイザ エンジンとスタンバイ 
スーパーバイザ エンジンのネットワーク ポート間のデータ パスを確認します。このテストでは、
レイヤ 2 パケットが、テスト ポートおよびスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートのみを含む 

デフォルト オン

リリース 12.2(18)SXF

修正措置

10 回連続して失敗すると、ポートは errdisable になりま
す。1 回のテスト サイクルでチャネルのすべてのポート
がテストに失敗した場合、そのチャネルは errdisable にな
ります。すべてのチャネルで失敗した場合は、モジュー
ルをリセットします。

ハードウェア サポート
WS-X6148-FE-SFP、WS-X6148A-GE-TX、および 
WS-X6148A-RJ-45

表 A-5 TestNonDisruptiveLoopback テストの属性（続き）

表 A-6 TestLoopback テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト
ブートアップ時または Online Insertion and Removal（OIR; 
ホットスワップ）後に実行します。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置

ポートでループバック テストに失敗すると、ポートは 
errdisable になります。すべてのポートが失敗すると、モ
ジュールはリセットされます。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール 
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ポート単位のテスト
VLAN にフラッディングされます。テスト パケットは、ターゲット ポートでループ バックされ、
フラッディングされる VLAN で待ち受けているアクティブ スーパーバイザ エンジンの帯域内
ポートのみを含むバスにフラッディング バックされます。

TestUnusedPortLoopback
TestUnusedPortLoopback テストでは、スーパーバイザ エンジンとモジュールのネットワーク ポー
ト間のデータ パスを確認します。このテストでは、レイヤ 2 パケットが、テスト ポートおよび
スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートのみに関連する VLAN にフラッディングされます。パ
ケットはポート内をループ バックして、同じ VLAN のスーパーバイザ エンジンに戻ります。
TestLoopback に似ていますが、未使用（管理上停止）ネットワーク ポートおよびポート ASIC に
つき 1 つだけの未使用ポート上でのみ実行されます。このテストは、現在の ASIC での中断のな
いループバック テストの不足に代わり、60 秒ごとに実行されます。

表 A-7 TestActiveToStandbyLoopback テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループバック ポー
トの設定（たとえば、STP など）により異なります。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト ブートアップ時または OIR のあとで実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置

ポートでループバック テストに失敗すると、ポートは 
errdisable になります。すべてのポートが失敗すると、
スーパーバイザ エンジンはリセットされます。

ハードウェア サポート スタンバイ スーパーバイザ エンジンのみ

Table 1-8 TestUnusedPortLoopback テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇
中、このテストは精度を維持するために自動的にディ
セーブルになります。

デフォルト オン

リリース 12.2(33)SXH

修正措置

障害の発生したポートを示す Syslog メッセージを表示し
ます。スーパーバイザ エンジン以外のモジュールでは、
すべてのポート グループに障害が発生した場合（たとえ
ば、ポート ASIC ごとに 低 1 つのポートで、すべての
ポート ASIC の障害しきい値より多く障害が発生した場
合）、デフォルトのアクションではモジュールがリセッ
トされ、リセットを 2 回行ったあとにモジュールの電源
を切断します。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール 
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ポート単位のテスト
TestTransceiverIntegrity
TestTransceiverIntegrity テストは、トランシーバの OIR 中またはモジュールのブートアップ中に、
トランシーバがサポートされていることを確認するためトランシーバで実行されるセキュリティ 
テストです。

TestNetflowInlineRewrite
TestNetflowInlineRewrite テストでは、Netflow のルックアップ動作、Access Control List（ACL; ア
クセス制御リスト）の許可および拒否機能、またポート ASIC のインライン書き換え機能につい
て確認します。書き換え情報を入手するため、テスト パケットには Netflow テーブル ルックアッ
プが行われます。パケットがターゲット ポートに到達すると、VLAN アドレス、送信元および宛
先 MAC アドレスは書き換えられます。

TestPortTxMonitoring
テストでは、定期的に各ポートの送信カウンタにポーリングを行って Syslog を表示し、設定した
間隔および障害しきい値にアクティビティが見られない場合は、エラーによってポートがディ
セーブルになります。間隔およびしきい値を設定するには、diagnostic monitor interval コマンド
および diagnostic monitor threshold コマンドを入力します。テストでパケットを調達することは

表 A-9 TestTransceiverIntegrity テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 適用不可 

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置 ポートは errdisable になります。

ハードウェア サポート トランシーバが搭載されたすべてのモジュール 

表 A-10 TestNetflowInlineRewrite テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループバック ポー
トの設定（たとえば、STP など）により異なります。

推奨事項
ダウンタイム中にスケジューリングします。ブートアッ
プ中に限り、このテストを実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール
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PFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
ありませんが、定期的にパケットを送信する CDP プロトコルを利用します。CDP がディセーブ
ルになっている場合、そのポートに対するポーリングはスキップされます。テストは 75 秒ごと
に実行され、障害しきい値はデフォルトで 5 に設定されています。

PFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
PFC レイヤ 2 転送エンジンのテストには、次のテストが含まれます。

 • TestNewIndexLearn（p.A-8）
 • TestDontConditionalLearn（p.A-9）
 • TestBadBpduTrap（p.A-9）
 • TestMatchCapture（p.A-10）
 • TestStaticEntry（p.A-10）

TestNewIndexLearn
TestNewIndexLearn テストは、TestNewLearn と TestIndexLearn テスト（「DFC レイヤ 2 転送エンジ
ンのテスト」[p.A-10] を参照）を組み合わせたものです。

Table 1-11 TestPortTxMonitoring テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ディセーブルにしないでください。CPU 使用率の急上昇
中、TestSPRPIinbandPing テストは自動的にディセーブル
になります。

デフォルト オン

リリース 12.2(33)SXH

修正措置

障害の発生したポートを示す Syslog メッセージを表示し
ます。エラーにより、障害の発生したポートはディセー
ブルになります。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

表 A-12 TestNewIndexLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

レイヤ 2 転送エンジンの学習機能に関する問題がある場
合は、このテストをオンデマンドで実行して、レイヤ 2 
の学習機能を確認します。このテストは、ヘルス モニタ
リング テストとしても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX
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PFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト   
TestDontConditionalLearn
TestDontConditionalLearn テストは、TestDontLearn と TestConditionalLearn テスト（「DFC レイヤ 2 
転送エンジンのテスト」[p.A-10] を参照）を組み合わせたものです。

TestBadBpduTrap
TestBadBpduTrap テストは、TestTrap と TestBadBpdu テスト（「DFC レイヤ 2 転送エンジンのテス
ト」[p.A-10] を参照）を組み合わせたものです。

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンのみ

表 A-12 TestNewIndexLearn テストの属性（続き）

表 A-13 TestDontConditionalLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

レイヤ 2 転送エンジンの学習機能に関する問題がある場
合は、このテストをオンデマンドで実行して、レイヤ 2 
の学習機能を確認します。またこのテストは、ヘルス モ
ニタリング テストとしても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンのみ

表 A-14 TestBadBpduTrap テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

レイヤ 2 転送エンジンの学習機能に関する問題がある場
合は、このテストをオンデマンドで実行して、レイヤ 2 
の学習機能を確認します。このテストは、ヘルス モニタ
リング テストとしても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンのみ
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DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
TestMatchCapture
TestMatchCapture テストは、TestProtocolMatchChannel と TestCapture テスト（「DFC レイヤ 2 転送
エンジンのテスト」[p.A-10] を参照）を組み合わせたものです。

TestStaticEntry
TestStaticEntry テストでは、スタティック エントリがレイヤ 2 MAC アドレス テーブルで読み込ま
れることを確認します。この機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診断パケットのルックアップ
中に確認されます。

DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
次のテストは、DFC レイヤ 2 転送エンジン テストです。

 • TestDontLearn（p.A-11）
 • TestNewLearn（p.A-11）

表 A-15 TestMatchCapture テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

レイヤ 2 学習機能を確認するには、このテストをオンデ
マンドで実行します。このテストは、ヘルス モニタリン
グ テストとしても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンのみ

表 A-16 TestStaticEntry テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

レイヤ 2 転送エンジンの学習機能に関する問題がある場
合は、このテストをオンデマンドで実行して、レイヤ 2 
の学習機能を確認します。このテストは、ヘルス モニタ
リング テストとしても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト   
 • TestIndexLearn（p.A-12）
 • TestConditionalLearn（p.A-13）
 • TestTrap（p.A-13）
 • TestBadBpdu（p.A-14）
 • TestProtocolMatchChannel（p.A-14）
 • TestCapture（p.A-15）
 • TestStaticEntry（p.A-15）

TestDontLearn
TestDontLearn テストでは、新しい送信元 MAC アドレスが学習されるべきではない場合に、MAC 
アドレス テーブルに読み込まれていないかを確認します。このテストでは、レイヤ 2 転送エンジ
ンの「学習しない」機能が適切に動作していることを確認します。DFC 対応モジュールの場合、
診断パケットはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、
DFC 対応モジュール上のいずれかのポートからループ バックされます。「学習しない」機能は、
レイヤ 2 転送エンジンによる診断パケットのルックアップ中に確認されます。

TestNewLearn
TestNewLearn では、レイヤ 2 転送エンジンのレイヤ 2 送信元 MAC アドレス学習機能について確
認します。スーパーバイザ エンジンの場合、診断パケットはスーパーバイザ エンジン帯域内
ポートから送信され、レイヤ 2 転送エンジンが診断パケットから新しい送信元 MAC アドレスを
学習していることを確認します。DFC 対応モジュールの場合、診断パケットはスーパーバイザ 

表 A-17 TestDontLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール
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DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC 対応モジュール上のいず
れかのポートからループ バックされます。レイヤ 2 の学習機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる
診断パケットのルックアップ中に確認されます。

TestIndexLearn
TestIndexLearn テストでは、既存の MAC アドレス テーブル エントリを更新できることを確認し
ます。このテストでは、レイヤ 2 転送エンジンの Index Learn 機能が適切に動作していることを確
認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットはスーパーバイザ 
エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転送エンジンを使用
して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診断パケットはスー
パーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC ポートのいず
れかからループ バックされます。Index Learn 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診断パケット
のルックアップ中に確認されます。

表 A-18 TestNewLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール

表 A-19 TestIndexLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール
A-12
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



付録 A      オンライン診断テスト

DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト   
TestConditionalLearn
TestConditionalLearn テストでは、特定条件下でのレイヤ 2 送信元 MAC アドレスの学習機能につ
いて確認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットはスーパーバ
イザ エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転送エンジン
を使用して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診断パケット
はスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC ポート
のいずれかからループ バックされます。Condition Learn 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診
断パケットのルックアップ中に確認されます。

TestTrap
TestTrap テストでは、トラップ機能またはスイッチ プロセッサへのパケットのリダイレクト機能
について確認します。このテストでは、レイヤ 2 転送エンジンの Trap 機能が適切に動作している
ことを確認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットはスーパー
バイザ エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転送エンジ
ンを使用して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診断パケッ
トはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC ポー
トのいずれかからループ バックされます。Trap 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診断パケッ
トのルックアップ中に確認されます。

表 A-20 TestConditionalLearn テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール

表 A-21 TestTrap テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX
A-13
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付録 A      オンライン診断テスト       

DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト
TestBadBpdu
TestBadBpdu テストでは、トラップ機能またはスイッチ プロセッサへのパケットのリダイレクト
機能について確認します。このテストでは、レイヤ 2 転送エンジンの Trap 機能が適切に動作して
いることを確認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットはスー
パーバイザ エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転送エ
ンジンを使用して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診断パ
ケットはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC 
ポートのいずれかからループ バックされます。BPDU 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診断
パケットのルックアップ中に確認されます。

TestProtocolMatchChannel
TestProtocolMatchChannel テストでは、レイヤ 2 転送エンジンでの特定のレイヤ 2 プロトコルの一
致機能について確認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットは
スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転
送エンジンを使用して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診
断パケットはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、
DFC ポートのいずれかからループ バックされます。Match 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる
診断パケットのルックアップ中に確認されます。

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール

表 A-21 TestTrap テストの属性（続き）

表 A-22 TestBadBpdu テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール

表 A-23 TestProtocolMatchChannel テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。
A-14
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付録 A      オンライン診断テスト

DFC レイヤ 2 転送エンジンのテスト   
TestCapture
TestCapture テストでは、レイヤ 2 転送エンジンのキャプチャ機能が適切に動作していることを確
認します。キャプチャ機能は、マルチキャスト レプリケーションで使用されます。スーパーバイ
ザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポート
から送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転送エンジンを使用して、パケット ルック
アップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診断パケットはスーパーバイザ エンジンの
帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、DFC ポートのいずれかからループ バック
されます。Capture 機能は、レイヤ 2 転送エンジンによる診断パケットのルックアップ中に確認
されます。

TestStaticEntry
TestStaticEntry テストでは、レイヤ 2 MAC アドレス テーブルでスタティック エントリを読み込む
機能について確認します。スーパーバイザ エンジンでテストを実行する場合、診断パケットは
スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートから送信され、スーパーバイザ エンジンのレイヤ 2 転
送エンジンを使用して、パケット ルックアップを実行します。DFC 対応モジュールの場合、診

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール

表 A-23 TestProtocolMatchChannel テストの属性（続き）

表 A-24 TestCapture テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール
A-15
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付録 A      オンライン診断テスト       

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
断パケットはスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ ファブリックに送信され、
DFC ポートのいずれかからループ バックされます。Static Entry 機能は、レイヤ 2 転送エンジンに
よる診断パケットのルックアップ中に確認されます。

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
次のテストは、PFC レイヤ 3 転送エンジン テストです。

 • TestFibDevices（p.A-16）
 • TestIPv4FibShortcut（p.A-17）
 • TestIPv6FibShortcut（p.A-18）
 • TestMPLSFibShortcut（p.A-18）
 • TestNATFibShortcut（p.A-19）
 • TestL3Capture2（p.A-19）
 • TestAclPermit（p.A-20）
 • TestAclDeny（p.A-20）
 • TestQoS（p.A-21）

TestFibDevices
TestFibDevices テストでは、Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）Ternary CAM
（TCAM）および隣接装置が機能しているかどうかを確認します。FIB TCAM 装置ごとに 1 つの 

FIB エントリがインストールされます。診断パケットは、TCAM 装置にインストールされている 
FIB TCAM エントリによりそのパケットがスイッチングされることを確認するために送信されま
す。これは、完全 TCAM 装置テストではありません。各 TCAM 装置には 1 つのエントリのみが
インストールされます。

（注） IPv4FibShortcut および IPv6FibShortcut テストと異なり、このテストでは IPv4 パケットまたは IPv6 
パケット（設定に応じて）を使用して、すべての FIB および隣接装置をテストします。

表 A-25 TestStaticEntry テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート DFC 対応モジュール
A-16
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



付録 A      オンライン診断テスト

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト   
TestIPv4FibShortcut
TestIPv4FibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの IPv4 FIB 転送が適切に動作しているこ
とを確認します。1 つの診断 IPv4 FIB および隣接エントリがインストールされ、診断パケットは、
書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されていることを確認するために送信
されます。

表 A-26 TestFibDevices テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ルーティング機能に関する問題がある場合は、レイヤ 3 
転送機能を確認するため、このテストをオンデマンドで
実行します。このテストは、ヘルス モニタリング テスト
としても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-27 TestIPv4FibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ルーティング機能に関する問題がある場合は、レイヤ 3 
転送機能を確認するため、このテストをオンデマンドで
実行します。このテストは、ヘルス モニタリング テスト
としても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
A-17
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付録 A      オンライン診断テスト       

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
TestIPv6FibShortcut
TestIPv6FibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの IPv6 FIB 転送が適切に動作しているこ
とを確認します。1 つの診断 IPv6 FIB および隣接エントリがインストールされ、診断 IPv6 パケッ
トは、書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されることを確認するために送
信されます。

TestMPLSFibShortcut
TestMPLSFibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの MPLS 転送が適切に動作していること
を確認します。1 つの診断 MPLS FIB および隣接エントリがインストールされ、診断 MPLS パ
ケットは、隣接エントリからの MPLS ラベルに従って転送されることを確認するために送信され
ます。

表 A-28 TestIPv6FibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

ルーティング機能に関する問題がある場合は、レイヤ 3 
転送機能を確認するため、このテストをオンデマンドで
実行します。このテストは、ヘルス モニタリング テスト
としても使用できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-29 TestMPLSFibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

このテストは、ヘルス モニタリング テストとしても使用
できます。MPLS トラフィックをルーティングしている
場合は、ヘルス モニタリング テストとして使用します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト   
TestNATFibShortcut
TestNATFibShortcut テストでは、Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）
隣接情報に基づいてパケットを書き換えする機能について確認します。1 つの診断 NAT FIB およ
び隣接エントリがインストールされ、診断パケットは、書き換えされた IP アドレスに従って転
送されることを確認するために送信されます。

TestL3Capture2
TestL3Capture2 テストでは、レイヤ 3 転送エンジンのレイヤ 3 キャプチャ（キャプチャ 2）機能が
適切に動作していることを確認します。このキャプチャ機能は、ACL ロギングおよび VACL ロ
ギングで使用されます。キャプチャ 2 ビットが設定された 1 つの診断 FIB および隣接エントリが
インストールされ、診断パケットはキャプチャ ビット情報に従って転送されることを確認するた
めに送信されます。

表 A-30 TestNATFibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

このテストは、ヘルス モニタリング テストとしても使用
できます。宛先 IP アドレスが書き換えされている場合
（たとえば、NAT を使用している場合）、ヘルス モニタリ
ング テストとして使用します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-31 TestL3Capture2 テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

このテストは、ヘルス モニタリング テストとしても使用
できます。ACL または VACL ロギングを使用する場合
は、ヘルス モニタリング テストとして使用します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト       

PFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
TestAclPermit
TestAclPermit テストでは、ACL 許可機能が適切に動作していることを確認します。特定の診断
パケットを許可する ACL エントリは、ACL TCAM にインストールされます。対応する診断パ
ケットがスーパーバイザ エンジンから送信され、レイヤ 3 転送エンジンで検索されて、ACL 
TCAM エントリにヒットすること、および許可され適切に転送されることを確認します。

TestAclDeny
TestAclDeny テストでは、レイヤ 2 およびレイヤ 3 転送エンジンの ACL 拒否機能が適切に動作し
ていることを確認します。このテストでは、各種 ACL 拒否シナリオ（入力、出力、レイヤ 2 リ
ダイレクト、レイヤ 3 リダイレクト、およびレイヤ 3 ブリッジなど）を使用して、ACL 拒否機能
が適切に動作していることを確認します。

表 A-32 TestAclPermit テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項

このテストは、ヘルス モニタリング テストとしても使用
できます。ACL を使用している場合は、ヘルス モニタリ
ング テストとして使用します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-33 TestAclDeny テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 ディセーブルにしないでください。

デフォルト オン

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置 自動的に ASIC をリセットして、回復します。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト   
TestNetflowShortcut
TestNetflowShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの Netflow 転送機能が適切に動作している
ことを確認します。1 つの診断 Netflow エントリおよび隣接エントリがインストールされ、診断
パケットは、書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されることを確認するた
めに送信されます。

TestQoS
TestQoS テストでは、QoS の入力および出力 TCAM をプログラミングすることより、QoS の入力
および出力 TCAM が機能しているかどうかを確認します。診断パケットの ToS 値は入力または
出力のいずれかを反映して変更されます。

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
次のテストは、DFC レイヤ 3 転送エンジン テストです。

 • TestFibDevices（p.A-22）
 • TestIPv4FibShortcut（p.A-23）

表 A-34 TestNetflowShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無
ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、500 ミリ秒です。

推奨事項
Netflow が適切に動作していないことが疑われる場合は、
このテストをオンデマンドで実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-35 TestQoS テストの属性 

属性 説明

中断の有無
ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、500 ミリ秒です。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
A-21
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



付録 A      オンライン診断テスト       

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
 • TestIPv6FibShortcut（p.A-23）
 • TestMPLSFibShortcut（p.A-24）
 • TestNATFibShortcut（p.A-24）
 • TestL3Capture2（p.A-25）
 • TestAclPermit（p.A-25）
 • TestAclDeny（p.A-26）
 • TestQoS（p.A-26）
 • TestNetflowShortcut（p.A-27）

TestFibDevices
TestFibDevices テストでは、FIB TCAM および隣接装置が機能していることを確認します。FIB 
TCAM 装置ごとに 1 つの FIB エントリがインストールされ、診断パケットは TCAM 装置にインス
トールされた FIB TCAM エントリによりそのパケットがスイッチングされることを確認するため
に送信されます。これは、完全 TCAM 装置テストではありません。TCAM 装置ごとに 1 つのエ
ントリがインストールされます。

（注） IPv4FibShortcut および IPv6FibShortcut テストと異なり、TestFibDevices テストでは IPv4 または 
IPv6（設定に応じて）を使用して、すべての FIB および隣接装置をテストします。

表 A-36 TestFibDevices テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト   
TestIPv4FibShortcut
TestIPv4FibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの IPv4 FIB 転送機能が適切に動作してい
ることを確認します。1 つの診断 IPv4 FIB および隣接エントリがインストールされ、診断 IPv6 パ
ケットは、書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されることを確認するため
に送信されます。

TestIPv6FibShortcut
TestIPv6FibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの IPv6 FIB 転送機能が適切に動作してい
ることを確認します。1 つの診断 IPv6 FIB および隣接エントリがインストールされ、診断パケッ
トは、書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されることを確認するために送
信されます。

表 A-37 TestIPv4FibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-38 TestIPv6FibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト       

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
TestMPLSFibShortcut
TestMPLSFibShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの MPLS 転送機能が適切に動作している
ことを確認します。1 つの診断 MPLS FIB および隣接エントリがインストールされ、診断 MPLS 
パケットは、隣接エントリからの MPLS ラベルを使用して診断パケットが転送されることを確認
するために送信されます。

TestNATFibShortcut
TestNATFibShortcut テストでは、NAT 隣接情報（書き換え宛先 IP アドレスなど）に基づいてパ
ケットを書き換えする機能について確認します。1 つの診断 NAT FIB および隣接エントリがイン
ストールされ、診断パケットは、書き換えされた IP アドレスに従って転送されることを確認す
るために送信されます。

表 A-39 TestMPLSFibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-40 TestNATFibShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト   
TestL3Capture2
TestL3Capture2 テストでは、レイヤ 3 転送エンジンのレイヤ 3 キャプチャ（キャプチャ 2）機能が
適切に動作していることを確認します。このキャプチャ機能は、ACL ロギングおよび VACL ロ
ギングで使用されます。キャプチャ 2 ビットが設定された 1 つの診断 FIB および隣接エントリが
インストールされ、診断パケットはキャプチャ ビット情報に従って転送されることを確認するた
めに送信されます。

TestAclPermit
TestAclPermit テストでは、ACL 許可機能が適切に動作していることを確認します。特定の診断
パケットを許可する ACL エントリは、ACL TCAM にインストールされます。対応する診断パ
ケットがスーパーバイザ エンジンから送信され、レイヤ 3 転送エンジンで検索されて、ACL 
TCAM エントリにヒットすること、および許可され適切に転送されることを確認します。

表 A-41 TestL3Capture2 テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-42 TestAclPermit テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
A-25
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド    

OL-13013-03-J



付録 A      オンライン診断テスト       

DFC レイヤ 3 転送エンジンのテスト
TestAclDeny
TestAclDeny テストでは、レイヤ 2 およびレイヤ 3 転送エンジンの ACL 拒否機能が適切に動作し
ていることを確認します。このテストでは、各種 ACL 拒否シナリオ（入力および出力 レイヤ 2 
リダイレクト、レイヤ 3 リダイレクト、およびレイヤ 3 ブリッジなど）を使用します。

TestQoS
TestQoS テストでは、QoS の入力および出力 TCAM をプログラミングすることより、QoS の入力
および出力 TCAM が機能しているかどうかを確認します。診断パケットの ToS 値は入力または
出力のいずれかを反映して変更されます。

表 A-43 TestAclDeny テストの属性 

属性 説明

中断の有無

ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。中断時間は、ループ バックされ
るポートの設定（たとえば、STP など）により異なりま
す。

推奨事項
ACL を使用する場合は、ダウンタイム中にスケジューリ
ングします。

デフォルト オフ

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-44 TestQoS テストの属性 

属性 説明

中断の有無
ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。

推奨事項 ダウンタイム中にスケジューリングします。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール
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付録 A      オンライン診断テスト

レプリケーション エンジン テスト  
TestNetflowShortcut
TestNetflowShortcut テストでは、レイヤ 3 転送エンジンの Netflow 転送機能が適切に動作している
ことを確認します。1 つの診断 Netflow エントリおよび隣接エントリがインストールされ、診断
パケットは、書き換えされた MAC 情報および VLAN 情報に従って転送されることを確認するた
めに送信されます。

レプリケーション エンジン テスト
次のテストは、レプリケーション エンジン テストです。

 • TestL3VlanMet（p.A-27）
 • TestIngressSpan（p.A-28）
 • TestEgressSpan（p.A-28）

TestL3VlanMet
TestL3VlanMet テストでは、レプリケーション エンジンのマルチキャスト機能が適切に動作して
いることを確認します。レプリケーション エンジンは、診断パケットのマルチキャスト レプリ
ケーションが異なる 2 つの VLAN に対して実行されるよう設定されます。診断パケットがスー
パーバイザ エンジンの帯域内ポートから送信された後、テストでは 2 つのパケットがレプリケー
ション エンジンで設定された 2 つの VLAN 上 の帯域内ポートで再度受信されることを確認しま
す。

表 A-45 TestNetflowShortcut テストの属性 

属性 説明

中断の有無
ループ バックされるポートに対しては中断あり。中断
は、通常 1 秒未満です。

推奨事項
Netflow が適切に動作していないことが疑われる場合は、
このテストをオンデマンドで実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンおよび DFC 対応モジュール

表 A-46 TestL3VlanMet テストの属性 

属性 説明

中断の有無

スーパーバイザ エンジンでは中断なし 
DFC 搭載モジュールでは中断あり。中断は通常、ループ 
バックされたポート上で 1 秒未満で行われます。

推奨事項

レプリケーション エンジンのマルチキャスト レプリケー
ション機能をテストするには、このテストをオンデマン
ドで実行します。
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付録 A      オンライン診断テスト       

レプリケーション エンジン テスト
TestIngressSpan
TestIngressSpan テストでは、ポート ASIC が入力 Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポー
ト アナライザ）用にパケットをタグ付けできることを確認します。またこのテストでは、両方の 
SPAN キュー用の書き換えエンジンの入力 SPAN 処理が適切に動作していることを確認します。

TestEgressSpan
TestEgressSpan テストでは、両方の SPAN キュー用の書き換えエンジンの出力 SPAN レプリケー
ション機能が適切に動作していることを確認します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート
スーパーバイザ エンジンおよび WS-65xx、WS-67xx、お
よび WS-68xx モジュール

表 A-46 TestL3VlanMet テストの属性（続き）

表 A-47 TestIngressSpan テストの属性 

属性 説明

中断の有無

両方の SPAN セッションに対しては中断あり。モジュー
ル上のループバック ポートに対しても中断あり。中断時
間は、ループバック ポートの設定（たとえば、STP な
ど）により異なります。

推奨事項 このテストはオンデマンドで実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート
スーパーバイザ エンジンおよび WS-65xx および WS-67xx 
モジュール

表 A-48 TestEgressSpan テストの属性 

属性 説明

中断の有無
両方の SPAN セッションに対しては中断あり。中断は、
通常 1 秒未満です。

推奨事項 このテストはオンデマンドで実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX
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ファブリック テスト 
ファブリック テスト
次のテストは、ファブリック テストです。

 • TestFabricSnakeForward（p.A-29）
 • TestFabricSnakeBackward（p.A-30）
 • TestSynchedFabChannel（p.A-30）
 • TestFabricCh0Health（p.A-31）
 • TestFabricCh1Health（p.A-31）

TestFabricSnakeForward
TestFabricSnakeForward テストには、内部スネーク テストと外部スネーク テストの 2 つのテスト 
ケースがあります。内部スネーク テストでは、テスト パケットがファブリック ASIC 内で生成さ
れ、テスト データ パスがファブリック ASIC 内に留まるように制限されます。外部スネーク テ
ストでは、スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートを使用してテスト パケットが生成され、テ
スト データ パスにはポート ASIC、スーパーバイザ エンジン内部の書き換えエンジン ASIC、お
よびファブリック ASIC が含まれます。スーパーバイザ エンジンのローカル チャネルがファブ
リック ASIC に同期化されるかどうかにより、使用されるテストが決定されます。同期化された
場合は外部スネーク テスト、同期化されない場合は内部スネーク テストが使用されます。両方
のテストで、いずれのモジュールにも同期化されていないチャネルのみがテストに関わります。
転送方向は、スネーキング方向が小さい値のチャネルから大きい値のチャネルであることを示し
ます。

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート
スーパーバイザ エンジンおよび WS-65xx および WS-67xx 
モジュール

表 A-48 TestEgressSpan テストの属性（続き）

表 A-49 TestFabricSnakeForward テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
オンデマンドで実行します。このテストにより CPU 使用
率が上がる可能性があります。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
スーパーバイザ エンジンはクラッシュして ROMMON と
なり、SFM はリセットされます。

ハードウェア サポート Supervisor Engine 720 および SFM
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ファブリック テスト
TestFabricSnakeBackward
TestFabricSnakeBackward テストには、内部スネーク テストと外部スネーク テストの 2 つのテス
ト ケースがあります。内部スネーク テストでは、テスト パケットがファブリック ASIC 内で生
成され、テスト データ パスがファブリック ASIC 内に留まるように制限されます。外部スネーク 
テストでは、スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートを使用してテスト パケットが生成され、
テスト データ パスにはポート ASIC、スーパーバイザ エンジン内の書き換えエンジン ASIC、お
よびファブリック ASIC が含まれます。スーパーバイザ エンジンのローカル チャネルがファブ
リック ASIC に同期化されるかどうかにより、使用されるテストが決定されます。同期化された
場合は外部スネーク テストが、同期化されない場合は内部スネーク テストが使用されます。両
方のテストで、いずれのモジュールにも同期化されていないチャネルのみがテストに関わりま
す。逆方向は、スネーキング方向が大きい値のチャネルから小さい値のチャネルであることを示
します。

TestSynchedFabChannel
TestSynchedFabChannel テストでは、モジュールとファブリックの両方のファブリック同期ステー
タスを定期的に確認します。このテストは、ファブリック対応モジュールでのみ使用できます。
このテストは、パケットスイッチング テストではないため、データ パスを含みません。このテ
ストでは、モジュールおよびファブリックに SCP 制御メッセージを送信して、同期ステータスを
クエリーします。

表 A-50 TestFabricSnakeBackward テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
オンデマンドで実行します。このテストにより CPU 使用
率が上がる可能性があります。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
スーパーバイザ エンジンはクラッシュして ROMMON と
なり、SFM はリセットされます。

ハードウェア サポート Supervisor Engine 720 および SFM

表 A-51 TestSynchedFabChannel テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
このテストをオフにしないでください。ヘルス モニタリ
ング テストとして使用します。

デフォルト オン

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX
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ファブリック テスト 
TestFabricCh0Health
TestFabricCh0Health テストでは、10 ギガビット モジュール上のファブリック チャネルに対する
入力および出力データ パスのヘルスを常にモニタします。このテストは、5 秒ごとに実行されま
す。10 回連続して失敗すると致命的障害とみなされ、モジュールがリセットされます。3 回連続
してリセットされると、ファブリック スイッチオーバーが実行される場合があります。

TestFabricCh1Health
TestFabricCh1Health テストでは、10 ギガビット モジュール上のファブリック チャネル 1 に対す
る入力および出力データ パスのヘルスを常にモニタします。このテストは、5 秒ごとに実行され
ます。10 回連続して失敗すると致命的障害とみなされ、モジュールがリセットされます。3 回連
続してリセットされると、ファブリック スイッチオーバーが実行される場合があります。

修正措置

5 回連続して失敗すると、モジュールがリセットされま
す。3 回連続してリセットされると、モジュールの電源
が切断されます。失敗の種類によっては、ファブリック 
スイッチオーバーが開始される場合があります。

ハードウェア サポート ファブリック対応モジュール

表 A-51 TestSynchedFabChannel テストの属性（続き）

表 A-52 TestFabricCh0Health テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
このテストをオフにしないでください。ヘルス モニタリ
ング テストとして使用します。

デフォルト オン

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置

10 回連続して失敗すると、モジュールがリセットされま
す。3 回連続してリセットされると、モジュールの電源
が切断されます。

ハードウェア サポート WS-X6704-10GE および WS-6702-10GE

表 A-53 TestFabricCh1Health テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
このテストをオフにしないでください。ヘルス モニタリ
ング テストとして使用します。

デフォルト オン

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX
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完全メモリ テスト
完全メモリ テスト
完全メモリ テストには、次のテストが含まれます。

 • TestFibTcamSSRAM（p.A-32）
 • TestAsicMemory（p.A-33）
 • TestAclQosTcam（p.A-33）
 • TestNetFlowTcam（p.A-34）
 • TestQoSTcam（p.A-34）

（注） スーパーバイザ エンジンは、メモリ テストの実行後にリブートする必要があるため、他のモ
ジュールでメモリ テストを実行してからスーパーバイザ エンジンで実行してください。オンデ
マンドのオンライン診断テストについての詳細は、「オンデマンド オンライン診断の設定」
（p.11-2）を参照してください。

TestFibTcamSSRAM
TestFibTcamSSRAM テストでは、FIB TCAM およびレイヤ 3 隣接 SSRAM メモリを確認します。

修正措置

10 回連続して失敗すると、モジュールがリセットされま
す。3 回連続して失敗すると、モジュールの電源が切断
されます。

ハードウェア サポート WS-X6704-10GE モジュール

表 A-53 TestFabricCh1Health テストの属性（続き）

表 A-54 TestFibTcamSSRAM テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり中断は、数時間になります。

推奨事項

このテストは、ハードウェアでの問題が疑われる場合に
限り使用するか、またはハードウェアを実稼働中のネッ
トワークに組み込む前に使用します。テスト中のモ
ジュールのバックグラウンドでトラフィックを実行しな
いでください。スーパーバイザ エンジンを、このテスト
後にリブートする必要があります。

デフォルト オフ

リリース 12.1(20)E、12.2(14)SX、12.2(17a)SX

修正措置 適用不可

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール
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完全メモリ テスト 
TestAsicMemory
TestAsicMemory テストでは、モジュールのメモリをテストするアルゴリズムを使用します。

TestAclQosTcam
TestAclQosTcam ではすべてのビットをテストして、PFC 上の ACL および QoS TCAM の場所を確
認します。PFC3A ではサポートされません。

表 A-55 TestAsicMemory テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり中断は約 1 時間となります。

推奨事項

このテストは、ハードウェアでの問題が疑われる場合に
限り使用するか、またはハードウェアを実稼働中のネッ
トワークに組み込む前に使用します。テスト中のモ
ジュールのバックグラウンドでトラフィックを実行しな
いでください。スーパーバイザ エンジンを、このテスト
後にリブートする必要があります。

デフォルト オフ

リリース 12.2(17a)SX

修正措置 適用不可

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

表 A-56 TestAclQosTcam テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり中断は約 1 時間となります。

推奨事項

このテストは、ハードウェアでの問題が疑われる場合に
限り使用するか、またはハードウェアを実稼働中のネッ
トワークに組み込む前に使用します。テスト中のモ
ジュールのバックグラウンドでトラフィックを実行しな
いでください。スーパーバイザ エンジンを、このテスト
後にリブートする必要があります。

デフォルト オフ

リリース 12.2(18)SXD

修正措置 適用不可

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール
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完全メモリ テスト
TestNetFlowTcam
TestNetFlowTcam テストでは、すべてのビットをテストして、Netflow TCAM の場所を確認しま
す。

TestQoSTcam
TestQoSTcam テストでは、QoS TCAM 装置の完全メモリ テストを実行します。

表 A-57 TestNetFlowTcam テストの属性 

属性 説明

中断の有無
中断あり中断は数分にわたり、PFC のバージョンによっ
ても異なります。

推奨事項

このテストは、ハードウェアでの問題が疑われる場合に
限り使用するか、またはハードウェアを実稼働中のネッ
トワークに組み込む前に使用します。テスト中のモ
ジュールのバックグラウンドでトラフィックを実行しな
いでください。スーパーバイザ エンジンを、このテスト
後にリブートする必要があります。

デフォルト オフ

リリース 12.2(18)SXD

修正措置 適用不可

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

表 A-58 TestQoSTcam テストの属性 

属性 説明

中断の有無
中断あり中断は数分にわたり、PFC のバージョンによっ
ても異なります。

推奨事項

このテストは、ハードウェアでの問題が疑われる場合に
限り使用するか、またはハードウェアを実稼働中のネッ
トワークに組み込む前に使用します。テスト中のモ
ジュールのバックグラウンドでトラフィックを実行しな
いでください。スーパーバイザ エンジンを、このテスト
後にリブートする必要があります。

デフォルト オフ

リリース 12.2(18)SXD

修正措置 適用不可

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール
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IPSEC サービス モジュール テスト   
IPSEC サービス モジュール テスト
IPSEC サービス モジュール テストには、次のテストが含まれます。

 • TestIPSecClearPkt（p.A-35）
 • TestHapiEchoPkt（p.A-35）
 • TestIPSecEncryptDecryptPkt（p.A-36）

TestIPSecClearPkt
TestIPSecClearPkt テストでは、パケットをスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートからスイッチ 
ファブリックまたはバスを介して、暗号エンジンに送信します。このパケットは、暗号エンジン
からスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートに暗号化されずに返送されます。パケットは、暗号
化されていないことおよびパケット データ フィールドが確保されていることを確認します。レ
イヤ 2 ルックアップは、スーパーバイザ帯域内ポートと暗号エンジン間のパケットに行われま
す。

TestHapiEchoPkt
TestHapiEchoPkt テストでは、制御パスを使用して暗号エンジンに Hapi Echo パケットを送信しま
す。暗号エンジンに送信された Hapi Echo パケットは、暗号エンジンからエコー バックされま
す。パケットは、インデックスダイレクトを使用してスーパーバイザ エンジンの帯域内ポートか
ら暗号エンジンに送信され、ブロードキャストを使用して診断 VLAN に返送されます。

表 A-59 TestIPSecClearPkt テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 このテストはオンデマンドで実行します。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.2(18)SXE2.2

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート VPN サービス モジュール

表 A-60 TestHapiEchoPkt テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり

推奨事項

このテストはオンデマンドで実行します。このテスト
は、オンデマンド CLI（コマンドライン インターフェイ
ス）から実行できません。

デフォルト オン

リリース 12.2(18)SXE2
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ストレス テスト
TestIPSecEncryptDecryptPkt
TestIPSecEncryptDecryptPkt テストでは、スイッチ ファブリックまたはバス（適用可能ないずれ
か）を使用して、スーパーバイザ エンジンの帯域内ポートと IPSec サービス モジュール

（WS-SVC-IPSEC、SPA-IPSEC）の暗号エンジン間でパケットを交換することにより、暗号化機
能を確認します。パケットを何度か交換したら、暗号エンジンにより行われた暗号化および複合
化プロセス後に元のデータが保持されていることを確認します。レイヤ 2 ルックアップは、スー
パーバイザ帯域内ポートと暗号エンジン間のパケットに行われます。

ストレス テスト
ストレス テストには、次のテストが含まれます。

 • TestTrafficStress（p.A-36）
 • TestEobcStressPing（p.A-37）

TestTrafficStress
TestTrafficStress テストでは、モジュールのすべてのポートを、相互にパケットを送受信するペア
に設定することにより、スイッチおよび搭載されたモジュールのストレス テストを行います。テ
ストでは、パケットを所定の時間スイッチに通過させたあと、このパケットがドロップされない
ことを確認します。

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート VPN サービス モジュール

表 A-60 TestHapiEchoPkt テストの属性（続き）

表 A-61 TestIPSecEncryptDecryptPkt テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし。テストは、デフォルトで毎分実行されます。

推奨事項 このテストは、ブートアップ時にのみ実行できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.2(18)SXE2.2

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート VPN サービス モジュール

表 A-62 TestTrafficStress テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり中断は、数分になります。

推奨事項
このテストでハードウェアの状態を確認してから、ネッ
トワークに搭載します。
A-36
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



付録 A      オンライン診断テスト

クリティカル リカバリ テスト  
TestEobcStressPing
TestEobcStressPing テストでは、モジュールとスーパーバイザ エンジンとの EOBC リンクのスト
レス テストを行います。このテストは、スーパーバイザ エンジンが一定数（デフォルトでは 1）
の sweep-ping プロセスを開始すると始まります。sweep-ping プロセスでは、20,000 個の SCP-ping 
パケットによりモジュールへの ping を実行します。各パケットの ping がタイムアウト（2 秒）に
なる前に 20,000 パケットすべての応答があった場合、テストは合格です。テストが成功でない場
合は、テスト中の EOBC バス上のトラフィック バーストに対応するため 5 回の再試行が許可され
ます。

クリティカル リカバリ テスト
クリティカル リカバリ テストには、次のテストが含まれます。

 • TestL3HealthMonitoring（p.A-38）
 • TestTxPathMonitoring（p.A-38）
 • TestSynchedFabChannel（p.A-39）
TestFabricCh0Health テストおよび TestFabricCh1Health テストもクリティカル リカバリ テストとみ
なされます。これらのテストの説明については、「ファブリック テスト」（p.A-29）を参照してく
ださい。

デフォルト オフ

リリース 12.2(18)SXF

修正措置 適用不可 

ハードウェア サポート Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 32

表 A-62 TestTrafficStress テストの属性（続き）

表 A-63 TestEobcStressPing テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり中断は、数分になります。

推奨事項
このテストでハードウェアの状態を確認してから、ネッ
トワークに搭載します。

デフォルト オフ

リリース 12.2(18)SXD

修正措置 適用不可 

ハードウェア サポート Supervisor Engine 720 および Supervisor Engine 32
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クリティカル リカバリ テスト
TestL3HealthMonitoring
TestL3HealthMonitoring テストは、検出されたハードウェア障害からシステムが自己回復を試行
すると常に、ローカル DFC 上での IPv4 および IPv6 パケット スイッチングに関する一連の診断テ
ストを開始します。このテストにより、前面パネル ポート（通常、ポート 1）がテスト用に
シャット ダウンされます。診断テストに合格しない場合は、ハードウェア障害を回復できず、自
己回復シーケンスが再度適用されることを意味します。

TestTxPathMonitoring
TestTxPathMonitoring テストでは、Supervisor Engine 720 および WS-X67xx シリーズ モジュール上
の各ポートにインデックスダイレクト パケットを定期的に送信して、ASIC 同期化を確認し、関
連する問題をすべて修正します。このテストは、2 秒ごとに実行されます。

表 A-64 TestL3HealthMonitoring テストの属性 

属性 説明

中断の有無

中断あり。中断は、通常 1 秒未満です。中断時間は、
ループ バックされるポートの設定（たとえば、STP な
ど）により異なります。テスト中、転送およびポート機
能は中断されます。

推奨事項 ディセーブルにしないでください。

デフォルト オン

リリース 12.2(14)SX

修正措置 適用不可 

ハードウェア サポート DFC 搭載モジュール

表 A-65 TestTxPathMonitoring テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 デフォルト設定を変更しないでください。

デフォルト オン

リリース 12.2(14)SX

修正措置 適用できません（自己回復）。

ハードウェア サポート
Supervisor Engine 720 および WS-67xx シリーズ モジュー
ル
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一般テスト
TestSynchedFabChannel
TestSynchedFabChannel テストでは、モジュールとファブリックの両方のファブリック同期ステー
タスを定期的に確認します。このテストは、ファブリック対応モジュールでのみ使用できます。
このテストは、パケットスイッチング テストではないため、データ パスを含みません。このテ
ストでは、モジュールおよびファブリックに SCP 制御メッセージを送信して、同期ステータスを
クエリーします。

一般テスト
一般テストには、次のテストが含まれます。

 • ScheduleSwitchover（p.A-39）
 • TestFirmwareDiagStatus（p.A-40）
 • TestCFRW（p.A-40）

ScheduleSwitchover
ScheduleSwitchover テストにより、オンライン診断のスケジューリング機能を使用して、いつで
もスイッチオーバーを開始できるようになります。

表 A-66 TestSynchedFabChannel テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
オフにしないでください。ヘルス モニタリング テストと
して使用します。

デフォルト オン

リリース 12.1(13)E、12.2(14)SX

修正措置
なし詳細については、システム メッセージ ガイドを参照
してください。

ハードウェア サポート ファブリック対応モジュール

表 A-67 ScheduleSwitchover テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断あり 

推奨事項

このテストはダウンタイム中にスケジューリングして、
スイッチオーバー後に引き継がれるスタンバイ スーパー
バイザ エンジンの機能をテストします。

デフォルト オフ

リリース 12.2(17B)SXA

修正措置 なし

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンのみ
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一般テスト
TestFirmwareDiagStatus
TestFirmwareDiagStatus テストでは、モジュール ブートアップ中にファームウェアによって実行
されるパワーオン診断テストの結果を表示します。

TestCFRW
TestCFRW テストでは、コンパクトフラッシュ ディスクまたはスーパーバイザ エンジンのディス
クを確認します。このテストは、システムの起動時またはディスクが挿入されるたびに実行され
ます。スロットにある各ディスクに 128 バイトの一時ファイルが書き込まれ、そのファイルから
読み取りが行われます。コンテンツの読み取りがチェックされると、一時ファイルは削除されま
す。また、このテストは CLI からも実行できます。

表 A-68 TestFirmwareDiagStatus テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項 このテストは、ブートアップ時にのみ実行できます。

デフォルト
このテストはデフォルトで、ブートアップ中、リセット
後または OIR 後に実行されます。

リリース 12.2(18)SXD

修正措置 なしシステム メッセージ ガイドを参照してください。

ハードウェア サポート スーパーバイザ エンジンを含むすべてのモジュール

表 A-69 TestCFRW テストの属性 

属性 説明

中断の有無 中断なし

推奨事項
ディセーブルにしないでください。トラフィックは影響
を受けません。

デフォルト オン

リリース 12.2(33)SXH

修正措置
障害の発生したコンパクトフラッシュをフォーマットま
たは交換します。

ハードウェア サポート
アクティブおよびスタンバイの Supervisor Engine 720 およ
び Supervisor Engine 32 にある外部コンパクトフラッシュ
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略語

表 B-1 に、このマニュアルで使用している略語の定義を示します。

表 B-1 略語リスト 

略語 説明

AAL ATM Adaptation Layer; ATM アダプテーション レイヤ

ACE Access Control Entry; アクセス制御エントリ

ACL Access Control List; アクセス制御リスト

AFI Authority and Format Identifier

Agport Aggregation Port

ALPS Airline Protocol Support

AMP Active Monitor Present

APaRT Automated Packet Recognition and Translation; 自動パケット認識および
変換

ARP（アドレス
解決プロトコ
ル）

Address Resolution Protocol; アドレス解決プロトコル

ATA Analog Telephone Adaptor

ATM Asynchronous Transfer Mode; 非同期転送モード

AV Attribute Value; アトリビュート値

BDD Binary Decision Diagrams

BECN Backward Explicit Congestion Notification; 逆方向明示的輻輳通知

BGP Border Gateway Protocol

BPDU Bridge Protocol Data Unit; ブリッジ プロトコル データ ユニット

BRF Bridge Relay Function; ブリッジ リレー機能

BSC Bisync

BSTUN Block Serial Tunnel; ブロック シリアル トンネル

BUS Broadcast and Unknown Server

BVI Bridge-Group Virtual Interface; ブリッジ グループ仮想インターフェイ
ス

CAM Content-Addressable Memory; 連想メモリ
B-1
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CAR Committed Access Rate; 専用アクセス レート

CCA Circuit Card Assembly

CDP Cisco Discovery Protocol

CEF Cisco Express Forwarding

CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol

CIR Committed Information Rate; 認定情報速度

CIST Common and Internal Spanning Tree

CLI Command-Line Interface; コマンドライン インターフェイス

CLNS Connection-Less Network Service

CMNS Connection-Mode Network Service; コネクション モード ネットワーク 
サービス

COPS Common Open Policy Server

COPS-DS Common Open Policy Server Differentiated Services

CoS Class of Service; サービス クラス

CPLD Complex Programmable Logic Device

CRC Cyclic Redundancy Check; 巡回冗長検査

CRF Concentrator Relay Function; コンセントレータ リレー機能

CST Common Spanning Tree

CUDD University of Colorado Decision Diagram

DCC Data Country Code

dCEF distributed Cisco Express Forwarding

DDR Dial-on-Demand Routing; ダイヤル オンデマンド ルーティング

DE Discard Eligibility; 廃棄適性

DEC Digital Equipment Corporation

DFC Distributed Forwarding Card

DFI Domain-Specific Part Format Identifier

DFP Dynamic Feedback Protocol

DISL Dynamic Inter-Switch Link

DLC Data Link Control; データ リンク制御

DLSw Data Link Switching; データ リンク スイッチング

DMP Data Movement Processor

DNS Domain Name System; ドメイン ネーム システム

DoD Department of Defense; 米国国防総省

DoS Denial of Service

dot1q 802.1Q

DRAM Dynamic RAM; ダイナミック RAM
DRiP Dual Ring Protocol

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
B-2
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



付録 B      略語
DSAP Destination Service Access Point

DSCP Differentiated Services Code Point

DSPU Downstream SNA Physical Units

DTP Dynamic Trunking Protocol; ダイナミック トランキング プロトコル

DTR Data Terminal Ready; データ端末動作可能

DWRR Deficit Weighted Round Robin

DXI Data Exchange Interface; データ交換インターフェイス

EAP Extensible Authentication Protocol

EARL Enhanced Address Recognition Logic

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory; 電気的消去再書
き込み可能 ROM

EHSA Enhanced High System Availability; 拡張高システム可用性

EIA Electronic Industries Association; 米国電子工業会

ELAN Emulated Local Area Network; エミュレート LAN
EOBC Ethernet Out-of-Band Channel

EOF End Of File

ESI End-System Identifier

FAT File Allocation Table

FECN Forward Explicit Congestion Notification; 前方明示的輻輳通知

FM Feature Manager

FRU Field Replaceable Unit; 現場交換可能ユニット

fsck file system consistency check

FSM Feasible Successor Metrics

GARP General Attribute Registration Protocol

GMRP GARP Multicast Registration Protocol

GVRP GARP VLAN Registration Protocol

HSRP Hot Standby Routing Protocol

ICC Inter-Card Communication

ICD International Code Designator

ICMP Internet Control Message Protocol

IDB Interface Descriptor Block

IDP Initial Domain Part または Internet Datagram Protocol
IDSM Intrusion Detection System Module

IFS IOS File System

IGMP Internet Group Management Protocol

IGRP Interior Gateway Routing Protocol

ILMI Integrated Local Management Interface

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
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付録 B      略語       
IP Internet Protocol

IPC Interprocessor Communication; プロセッサ間通信

IPX Internetwork Packet Exchange

IS-IS Intermediate System-to-Intermediate System Intradomain Routing Protocol

ISL Inter-Switch Link; スイッチ間リンク

ISO International Organization of Standardization; 国際標準化機構

ISR Integrated SONET Router

IST Internal Spanning Tree

LAN Local Area Network

LANE LAN Emulation; LAN エミュレーション

LAPB Link Access Procedure, Balanced; 平衡型リンク アクセス手順

LCP Link Control Protocol; リンク制御プロトコル

LDA Local Director Acceleration

LEC LAN Emulation Client; LANE クライアント

LECS LAN Emulation Configuration Server; LANE コンフィギュレーション 
サーバ

LEM Link Error Monitor; リンク エラー モニタ

LER Link Error Rate; リンク エラー レート

LES LAN Emulation Server; LANE サーバ

LLC Logical Link Control; 論理リンク制御

LTL Local Target Logic

MAC Media Access Control; メディア アクセス制御

MD5 Message Digest 5

MDS Multicast Distributed Switching; マルチキャスト分散スイッチング

MDT Multicast Distribution Tree; マルチキャスト分散ツリー

MFD Multicast Fast Drop

MIB Management Information Base; 管理情報ベース

MII Media-Independent Interface; メディア独立型インターフェイス

MLD Multicast Listener Discovery

MLS Multilayer Switching; マルチレイヤ スイッチング

MLSE Maintenance Loop Signaling Entity

MLSE Maintenance Loops Signaling Entity

MOP Maintenance Operation Protocol

MOTD Message-Of-The-Day

MRM Multicast Routing Monitor

MSDP Multicast Source Discovery Protocol

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
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MSFC Multilayer Switch Feature Card; マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カー
ド

MSFC Multilayer Switching Feature Card; マルチレイヤ スイッチング フィー
チャ カード

MSM Multilayer Switch Module; マルチレイヤ スイッチ モジュール

MST Multiple Spanning Tree; 多重スパニング ツリー

MTI マルチキャスト トンネル インターフェイス

MTU Maximum Transmission Unit; 大伝送ユニット

MVAP Multiple VLAN Access Port

MVPN Multicast Virtual Private Network; マルチキャスト仮想私設網

MVR MVR; マルチキャスト VLAN レジストレーション

MVRF マルチキャスト VRF
NAC Network Admission Control

NAM Network Analysis Module; ネットワーク解析モジュール

NBAR Network-Based Application Recognition

NBP Name Binding Protocol; ネーム バインディング プロトコル

NCIA Native Client Interface Architecture; ネイティブ クライアント インター
フェイス アーキテクチャ

NDE NetFlow データ エクスポート

NET Network Entity Title

NetBIOS Network Basic Input/Output System

NFFC NetFlow Feature Card; NetFlow フィーチャ カード

NMP Network Management Processor; ネットワーク管理プロセッサ

NSAP Network Service Access Point; ネットワーク サービス アクセス ポイン
ト

NSF Nonstop Forwarding

NTP Network Time Protocol

NVRAM Nonvolatile RAM; 不揮発性 RAM
OAM Operation, Administration, and Maintenance

ODM Order Dependent Merge

OSI Open System Interconnection; 開放型システム間相互接続

OSM Optical Services Module; オプティカル サービス モジュール

OSPF Open Shortest Path First

PACL Port Access Control List; ポート アクセス制御リスト

PAE Port Access Entity

PAgP Port Aggregation Protocol

PBD Packet Buffer Daughterboard

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
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PC Personal Computer; パーソナル コンピュータ（従来の PCMCIA）

PCM Pulse Code Modulation; パルス符号変調

PCR Peak Cell Rate; ピーク セル レート

PDP Policy Decision Point; ポリシー デシジョン ポイント

PDU Protocol Data Unit; プロトコル データ ユニット

PEP Policy Enforcement Point

PFC Policy Feature Card; ポリシー フィーチャ カード

PGM Pragmatic General Multicast

PHY Physical Sublayer; 物理サブレイヤ

PIB Policy Information Base

PIM Protocol Independent Multicast

PPP Point-to-Point Protocol; ポイントツーポイント プロトコル

PRID Policy Rule Identifiers

PVID ポート VLAN ID
PVST+ Per-VLAN Spanning-Tree+

QDM QoS Device Manager

QM QoS Manager

QoS Quality of Service; サービス品質

RACL Router Interface Access Control List

RADIUS Remote Access Dial-In User Service

RAM Random-Access Memory; ランダムアクセス メモリ

RCP Remote Copy Protocol

RGMP Router-Ports Group Management Protocol

RIB Routing Information Base

RIF Routing Information Field; ルーティング情報フィールド

RMON Remote Network Monitor

ROM Read-Only Memory

ROMMON ROM Monitor

RP Route Processor; ルート プロセッサまたは Rendezvous Point; ランデ
ブー ポイント

RPC Remote Procedure Call; リモート プロシージャ コール

RPF Reverse Path Forwarding

RPR Route Processor Redundancy

RPR+ Route Processor Redundancy Plus

RSPAN Remote SPAN

RST Reset

RSVP ReSerVation Protocol

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
B-6
Cisco IOS Software コンフィギュレーション ガイド

OL-13013-03-J



付録 B      略語
SAID Security Association Identifier

SAP Service Access Point; サービス アクセス ポイント

SCM Service Connection Manager

SCP Switch-Module Configuration Protocol

SDLC Synchronous Data Link Control

SDM Secure Device Manager

SEA システム イベント アーカイブ

SGBP Stack Group Bidding Protocol

SIMM Single In-line Memory Module

SLB Server Load Balancing

SLCP Supervisor Line-Card Processor

SLIP Serial Line Internet Protocol; シリアル ライン インターネット プロトコ
ル

SMDS Software Management and Delivery Systems

SMF Software MAC Filter; ソフトウェア MAC フィルタ

SMP Standby Monitor Present

SMRP Simple Multicast Routing Protocol; シンプル マルチキャスト ルーティ
ング プロトコル

SMT Station Management; ステーション管理

SNAP Subnetwork Access Protocol

SNMP Simple Network Management Protocol; 簡易ネットワーク管理プロトコ
ル

SPAN スイッチド ポート アナライザ

SREC S-Record 形式、Motorola が定義した ROM 内容の形式

SRM Single Router Mode

SRR SRR; シェイプド ラウンド ロビン

SSM SSM

SSO Stateful Switchover

SSTP Cisco Shared Spanning-Tree

STP Spanning-Tree Protocol; スパニング ツリー プロトコル

SVC Switched Virtual Circuit; 相手先選択接続

SVI Switched Virtual Interface

TACACS+ Terminal Access Controller Access Control System Plus

TARP Target Identifier Address Resolution Protocol

TCAM Ternary Content Addressable Memory

TCL Table Contention Level

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
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付録 B      略語       
TFTP Trivial File Transfer Protocol; 簡易ファイル転送プロトコル

TIA Telecommunications Industry Association; 米国電気通信工業会

TLV Type-Length-Value

TopN ユーザがレポートでポート トラフィックを分析できるようにする
ユーティリティ

ToS Type of Service; サービス タイプ

TTL Time to Live

TVX Valid Transmission

UDLD（単一方
向リンク検出）

UniDirectional Link Detection Protocol; 単一方向リンク検出プロトコル

UDP User Datagram Protocol

UNI User-Network Interface

URD URL Rendezvous Directory

UTC Coordinated Universal Time; 協定世界時

UUFB 不明なユニキャスト フラッディングのブロック

UUFRL 不明なユニキャスト フラッディング レート制限

VACL VLAN Access Control List; VLAN アクセス制御リスト

VCC Virtual Channel Circuit; 仮想チャネル回線

VCI Virtual Circuit Identifier; 仮想回線識別子

VCR Virtual Configuration Register; 仮想コンフィギュレーション レジスタ

VINES Virtual Network System

VLAN Virtual LAN; 仮想 LAN
VMPS VLAN Membership Policy Server; VLAN メンバシップ ポリシー サーバ

VPN Virtual Private Network; 仮想私設網

VRF VPN Routing and Forwarding; VPN ルーティング / 転送

VTP VLAN Trunking Protocol; VLAN トランキング プロトコル

VVID Voice VLAN ID

WAN Wide Area Network

WCCP Web Cache Communication Protocol

WFQ Weighted Fair Queueing; 均等化キューイング

WoL Wake-on LAN

WRED Weighted Random Early Detection; 重み付きランダム早期検出

WRR Weighted Round-Robin; 重み付きラウンドロビン

XNS Xerox Network System

表 B-1 略語リスト（続き）

略語 説明
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