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はじめに

CCNP（Cisco Certified Network Professional）は、米国シスコシステ
ムズ社が主催するシスコ技術者認定資格のひとつです。CCNAがネットワー
クエンジニアへの登竜門であるのに対し、CCNPは難易度が高いプロフェッ
ショナルのための資格です。本書が対象としているCCNP Routing and 
Switchingは、ルーティングとスイッチングという、ネットワークの構
築・管理の根幹となる技術を扱っている試験トラックです。この資格を取
得することで、「大規模ネットワークの運用に必要なLANおよびWANの
構築、管理、およびトラブルシューティングを行う能力を備えている」こ
とが認定されます。

CCNP Routing and Switchingを取得するには、ROUTE、SWITCH、
TSHOOTの3科目の試験に合格する必要があります。SWITCHでは、従来
のスイッチングテクノロジーをはじめ、マルチレイヤスイッチングや
ファーストホップの冗長化、WLAN、音声トラフィック最適化のための
QoS、ハイアベイラビリティの実装などに関する幅広い知識が要求されま
す。

本書は、ネットワーキングの基礎知識を持つ方が、スイッチングの基礎
からCCNP試験で問われるさまざまな応用機能まで、じっくり学習するた
めの教科書です。熟読し内容をしっかりと理解することで、SWITCH試験
に合格できる知識が着実に身につきます。試験での出題ポイントもわかり
やすくまとめていますので、すでにシスコのスイッチ製品に精通している
方にとっても、試験対策書籍としてお役立ていただけます。

本書をご活用いただき、一人でも多くの方が価値ある資格を取得される
ことを願ってやみません。

2015年5月
著者
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シスコ技術者認定の概要

シスコ技術者認定（Cisco Career Certification）は、インターネットワーキングや同社
ルータ製品に関する技術の証明および、エンジニアの育成を目的とした認定資格です。認
定基準は米国シスコシステムズにより厳格に定められ、最新のIPネットワークに対応した
技術者資格として世界的に認知されています。

シスコ技術者認定資格は、技術分野別の10のトラックに分類されており、エントリー、
アソシエイト、プロフェッショナル、エキスパート、アーキテクトの5つの認定レベルがあ
ります。本書が対象としているルーティング＆スイッチングトラックは、5つの認定レベル
のうちエントリーからエキスパートまでの4つの資格で構成されています。

【ルーティング＆スイッチングトラックの認定資格】
認定レベル 資格

エントリー CCENT Routing and Switching

アソシエイト CCNA Routing and Switching

プロフェッショナル CCNP Routing and Switching

エキスパート CCIE Routing and Switching

本書が対象としているCCNP Routing and Switchingはプロフェッショナルレベルの資格
であり、企業のLANおよびWANの計画、実装、検証、トラブルシューティングの能力に
加え、高度なセキュリティ、音声、ワイヤレス、ビデオのソリューションのスペシャリス
トと協同で業務を行う能力が評価されます。3年以上の実務経験を持ち、さらにスキルを磨
いて複雑なネットワークソリューションを独力で担当することを目指すネットワーキング
技術者に適しています。

CCNP Routing and Switchingの取得方法

CCNP Routing and Switchingは、次の3つの試験に合格することで取得できます。
受験に際しては、CCNA Routing and Switching認定もしくは、いずれかのCCIE認定を

保有している必要があります。

・ROUTE（試験番号300-101J）
　試験時間：120分、出題数：45〜65問、受験料：25,500円（税抜き）

・SWITCH（試験番号300-115J）
　試験時間：120分、出題数：45〜65問、受験料：25,500円（税抜き）

・TSHOOT（試験番号300-135J）
　試験時間：120分、出題数：15〜25問、受験料：25,500円（税抜き）

※試験時間と問題数は、変更になる可能性があります。
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受験申し込み方法

シスコ技術者認定試験を受験するには、ピアソンVUEもしくはピアソンVUEのテストセ
ンターに受験を申し込みます。

● ID番号の取得
ピアソンVUEで初めて受験する場合は、ピアソンVUE IDを取得する必要がありま

す。以下のURLの指示に従って、登録します。
URL：http://www.pearsonvue.com/japan/Registration/register.html

 ①ピアソンVUEのWebサイトで申し込み
以下のURLにログイン後、試験名、会場、日時を指定します。

URL：http://www.pearsonvue.com/japan/IT/cisco_index.html

 ②ピアソンVUEのコールセンターで申し込み
以下の受付番号に電話をし、申し込みます。

Tel：0120-355-173 または0120-355-583
営業時間：土日祝日および年末年始を除く、午前9時〜午後6時

 ③テストセンター
以下のサイトで受験を希望するテストセンターを選択し、電話で申し込みます。テス

トセンターによっては、受験当日の申し込みを受け付けているところもあります。
URL：http://www.pearsonvue.com/japan/TestcentersList/index.html

試験日程

ピアソンVUEの各試験会場で随時、受験することができます。

シスコ技術者認定についての問い合わせ先

試験の概要、受験後の認定証の取得に関する詳細および問い合わせについては、シスコ
のWebサイトを参照してください。

・シスコシステムズ
URL：http://www.cisco.com/web/JP/index.html

※本書に掲載したURLは2015年5月現在のものです。URLとWebサイトの内容は変更になる可能性があります。
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本書の活用方法

本書は解説ページ、演習問題、用語集の3部構成になっています。

解説

● 用語
ネットワーク技術の習得に、用語の理解は不可欠です。すぐに参照したい用語には「※

1」のように米印を付け、脚注で解説しました。

● 構文
ルータやスイッチの設定・管理操作に必要な構文を多数掲載しています。構文は次の

ルールで記述しています。

Cisco IOSによるTelnetの実行
#telnet { <IP address> | <host> }

コマンドの説明

構文　

プロンプト

そのまま入力する部分（太字） 引数

・太字					表記されたとおり入力する。省略形で入力できるコマンドもある
・< >						引数。該当する文字や値を入力する
 例）<username> →ユーザ名を入力する
・[ ]							オプション。必要に応じて設定する要素
・{  |  }					選択。{ }で括られたものから、いずれか1つを選択して入力する

本書のCisco IOSコマンドの説明は、主にレイヤ2スイッチはCatalyst 2960（IOS15）、マ
ルチレイヤスイッチはCatalyst 3560（IOS15）およびCatalyst 3750（IOS15）のコマンドガ
イドを参考にしています。機器の挙動や出力結果は、IOSのバージョンや機種によって異
なることがあります。詳細はシスコシステムズのWebサイトを参照してください。

● 出力
実際の設定作業を理解しやすくするために、本書ではコマンドの出力結果を数多く掲載

しています。出力の中で、ユーザが入力する部分は太字で示しました。また、必要な事項
を的確に参照できるように、重要なポイントには適宜下線や説明を付加してあります。

SwitchB#show running-config interface vlan 10

interface vlan 10

ip address 10.1.10.2 255.255.255.0

standby 10 ip 10.1.10.254　　b HSRPグループ10を有効化

ユーザが入力する部分（太字）

説明注意して確認したい部分（下線）
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● 本書で使用したマーク
解説の中で重要な事項や補足情報は次のマークで示しています。

効率的な受験のための情報、必ず理解しておきたい重要事項

解説の内容を理解したり知識を深めたりするために役立つ情報

機器の操作やコマンド設定上の注意点

演習問題

各章の最後には5問〜10問の演習問題が用意されています。演習問題を解くことによっ
て、理解度を確認できるだけでなく、試験の出題傾向を把握することができます。

●【問題】
シスコ技術者認定試験には、さまざまな出題形式があります。各章の演習問題には選

択形式の問題を掲載しています。

●【解答】
演習問題の解答と解説を読んで、理解できているかどうかを確認します。　

多肢選択式

問題文を読んで、選択肢の中から正しいも
の、あるいは誤りのあるものを選びます。
必要に応じて、ネットワーク図や出力を参
照します。

解答と解説

解答のポイントを説明しています。必要に
応じて、本文の参照箇所を示しています。
また、正解の選択肢は太字で表記していま
す。

1  次の図のSTPトポロジの説明として適切なのはどれですか。（2つ選択）

Gi0/1

Gi0/2

Gi0/2

Gi0/3

Gi0/1

Gi0/2
Gi0/3

Gi0/1

Pri：4096 Pri：8192

Pri：32768

DSW1 DSW2

ASW1

Pri：ブリッジプライオリティ

A. ルートブリッジはASW1である
B. DSW1がダウンした場合、次にルートブリッジになるのはDSW2であ

る
C. DSW1のルートポートはGi0/1である
D. DSW2のGi0/1は指定ポートである
E. ASW1のGi0/1はフレームを転送する

2  C

MACアドレステーブル（CAMテーブル）は、動的または静的にエントリを追
加できますが、シスコデバイスのデフォルトでは300秒でエージアウトし
ます。エージアウトとは、動的なエントリが一定期間使用されないと破棄
されることで、この期間をエージアウト期間といいます（C）。
エージアウト期間の設定コマンドは、次のとおりです。

(config)#mac address-table aging-time <seconds>

HelloタイマーとHoldタイマーは、HSRPで使用されます（A、B）。
転送遅延タイマーは、STPで使用されます（D）。
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コンピュータネットワークは、企業や学校などの組織において各自が使用するノード
（コンピュータ、プリンタ、サーバなどのネットワークに接続された機器）間を相互接
続し、情報の共有ややり取りを支えています。

【コンピュータネットワーク】

バックボーン

キャンパスネットワーク（LAN）

WAN

インターネット

ビル1

ビル2

支社1 支社2

テレワーカー

サーバファーム

 コンピュータネットワークと階層型設計モデル

キャンパスネットワークは、イーサネットや無線LANで構成される、組織の構内ネットワー
ク（LAN）です。ここでは、キャンパスネットワークで推奨される階層型設計モデルと、
各階層におけるスイッチの役割、シスコの代表的なスイッチの種類について学習します。

キャンパスネットワーク1-1
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コンピュータネットワークは、企業のビジネスにおける生産性の向上や競争力の強化
に貢献してきました。ビジネス環境がより複雑になっている今日、コンピュータネット
ワークの果たす役割はますます多様化し、さまざまなサービスやアプリケーションが協
働して利用されています。これに伴い、ネットワークを地理的な接続範囲や果たすべき
役割によって分割し、よりシンプルに拡張性高く構築・維持していこうという階層型設
計モデルが採用されています。

コンピュータネットワークは、地理的な接続範囲によってLANとWANに大別され、
私有地内に構築されるLANをキャンパスネットワークと呼びます。
キャンパスネットワークは、1つのフロア、1つのビル、あるいは工場や大学、企業の

本社サイトなどの敷地内の複数のビルにまたがって構成され、主にスイッチを使用した
イーサネットで接続されています。比較的大規模な企業や組織のキャンパスネットワー
クを、エンタープライズキャンパスといいます。キャンパスネットワークの設計は、大
規模で複雑なシステム（ソフトウェアやスペースシャトルのような高度なものなど）の
設計と変わりはありません。エンジニアリングに関する一連の基本原則に従うことで、
アベイラビリティ（可用性）、セキュリティ（安全性）、柔軟性、管理性のバランスの取
れたキャンパス設計を行うことができます。階層設計により、企業の現在および将来の
ビジネスと技術要件が実現されます。

従来型のフラットなキャンパスネットワークでは、ユーザのPC、サーバ、プリンタ
などすべてのノードがレイヤ2スイッチによって相互接続され、1つのサブネットが構成
されていました。サブネット上では、すべてのノードが帯域幅を共有し、同じブロード
キャストドメインに属します。ブロードキャストパケットはブロードキャストドメイン
内の各ノードのCPU時間を消費するため、ノード数が多ければ多いほど、パフォーマン
スは低下します。

階層型ネットワークでは、キャンパスネットワークにルータやレイヤ3スイッチなど
のレイヤ3デバイスを導入することで、ネットワークを適切な大きさにセグメント化（分
割）できます。サブネット内で発生するブロードキャストはレイヤ3デバイスを越えて
伝搬されることがないため、ネットワークのパフォーマンスが向上します。

 キャンパスネットワーク

 階層型ネットワーク設計の利点
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【フラットネットワークと階層型ネットワーク】

インターネット

＜フラットネットワーク＞

インターネット
＜階層型ネットワーク＞

キャンパスネットワークを階層的に適切に設計することで、ネットワーク管理者は、
大きな設計変更の手間をかけずに、ネットワークの規模を拡張することができます。ま
た、新しいWANリンク、フロア、ビル、ブランチ（支店）の追加方法があらかじめ考
慮されているため、容易にネットワークを追加することができます。
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シスコが推奨する階層型ネットワーク設計モデルを、エンタープライズキャンパス
アーキテクチャモデルといいます。このモデルは、ネットワーク設計に3つの階層の概
念を導入することで、インターネットワーキングに必要なタスクを簡素化します。各階
層は特定の機能に特化しているので、設計時にはそれぞれの階層に適したシステムと機
能を選択することができます。エンタープライズキャンパスアーキテクチャモデルに
従ってインフラストラクチャを設計することにより、柔軟に設計を拡張したり、容易に
実装やトラブルシュートを行うことができます。

● アクセス層
ローカルおよびリモートユーザがネットワークへアクセスするポイントです。

LANではPCやサーバを接続するスイッチが、WANでは在宅のテレワーカーや出張
先からのリモートアクセスによる企業ネットワークへのアクセスポイントが含まれ
ます。

● ディストリビューション層
アクセス層スイッチを集約し、スイッチによるセグメント化で障害の影響を分

離します。部門やフロア間のルーティングおよびフィルタリングによる、ポリシー
ベースの接続を提供します。

● コア層（バックボーン）
ディストリビューション層スイッチを集約し、高速にパケットをスイッチング

するバックボーンです。すべてのネットワークを集約するため、可用性が高くコ
ンバージェンスの速い接続を提供します。

 エンタープライズキャンパスアーキテクチャモデル
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【階層型企業ネットワーク】

アクセス層

ディストリ
ビューション層

ディストリ
ビューション層

アクセス層

データセンター

WAN インターネット

コア層

エンタープライズキャンパスアーキテクチャは、エンタープライズネットワークを物
理エリア、論理エリア、機能エリアに分割します。このようにエリア分割することによっ
て、ネットワーク設計者とエンジニアは、各階層に最適な機器と機能を配置することが
できます。

 エンタープライズキャンパスアーキテクチャの構築
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【エンタープライズキャンパスアーキテクチャ】

インターネット

コア層

ディストリビューション層

アクセス層

キャンパスネットワークの物理的な構築方法には、絶対的なルールはありません。多
くのキャンパスネットワークは3つの物理階層スイッチで構築されますが、必ずしもそ
うしなければならないわけではありません。

中小規模のキャンパスでは、2階層または1階層にスイッチの機能を統合することもで
きます。一方、規模、配線、地理的条件などによってコア層の拡張が必要な場合は、4
階層のスイッチを導入することもできます。ここで重要なのは、ネットワークの階層に
よってスイッチの物理的なトポロジが決まるわけではないということです。階層型設計
の利点は、物理構成の階層数とは関係なく、階層の各要素に特定の機能やサービスが割
り当てられ、設計において特定の役割を果たす点にあります。

エンタープライズキャンパスアーキテクチャを構成する3階層は、次のとおりです。

● アクセス層
アクセス層では、さまざまなエンドデバイス（PC、プリンタ、カメラなど）が

スイッチを介してキャンパスネットワークに接続されます。また、無線アクセス
ポイントやIP電話を接続することで、ネットワークを1階層拡張することもできま
す。

アクセス層は、接続可能なデバイスタイプが多く、さまざまなサービスと動的
な設定メカニズムが必要なため、キャンパスネットワークで最も多機能な階層で
す。アクセススイッチは、ディストリビューションスイッチへのアップリンクも
提供します。
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【アクセス層】

・コンバージェンス（統合）
・アクセスセキュリティ
・VLAN定義

…… …

VLAN110

VLAN20

VLAN10

・階層の拡張

アクセス層で期待される機能は次のとおりです。

● ハイアベイラビリティ
アクセススイッチからFHRPを使用する冗長ディストリビューションスイッ

チへの冗長接続を使用し、デフォルトゲートウェイの冗長性を実現します。

● コンバージェンス（統合）
IPテレフォニーおよびワイヤレスアクセスポイントのPoE接続をサポートし

ます。これにより、データネットワークへの音声の統合が可能になり、無線
LANユーザも移動しながらネットワークへアクセスすることができます。

● セキュリティ
ネットワークへの不正アクセスに対するセキュリティを強化するために、ポー

トセキュリティ、DHCPスヌーピング、DAI、IPソースガードなどが使用され
ます。

「7-7 スプーフィング攻撃と緩和策」（493ページ）参照

● IPマルチキャスト
IPマルチキャスト通信をサポートし、ネットワークの効率的な利用を促進し

ます。

● ディストリビューション層
ディストリビューション層は、アクセス層とコア層の間でサービスと制御の境

界として機能します。
ディストリビューション層で重視されるのは、次の機能です。
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【ディストリビューション層】

・ルーティング
・フィルタリング
・デフォルトゲートウェイ（FHRP）

…

……

… …

● ハイアベイラビリティ
ディストリビューション層からコア層、およびアクセス層からディストリ

ビューション層への冗長デバイスへの冗長パスによって提供されます。レイヤ3
の等コストロードシェアリングによって、ディストリビューション層からコア
層へ2つのアップリンクを使用してトラフィックを転送します。FHRP（HSRP、
GLBP、VRRP）の実装により、デフォルトゲートウェイの冗長性を提供します。

● ポリシーの実装
ルーティング、フィルタリング、およびQoSの実装により、ポリシーベース

の接続性を提供します。ディストリビューション層は、アクセス層デバイスに
対してデフォルトルートを提供します。また、アクセス層とコア層のルーティ
ング境界にあたるため、ルーティングドメイン間およびスタティックルーティ
ングとの再配布（redistribute）のポイントになります。

● ワークグループのセグメント化
レイヤ3スイッチによりアクセス層とコア層をセグメント化し、障害の影響が

コア層へ及ぶのを防ぎます。

● コア層
コア層は、キャンパスネットワークのすべての要素を接続する高速バックボー

ンであり、企業ネットワーク全体の集約ポイントです。そのため、高レベルの冗
長性を提供し、変化に素早く対応する高速コンバージェンスを提供する必要があ
ります。

キャンパスコアは、キャンパスで最も単純な階層ですが、最も重要な階層でも
あります。提供されるサービスは限られますが、高速性と冗長性がとても重要です。
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【コア層】

インターネット WAN

キャンパス
ディストリ

ビューション
サーバファーム

・高速転送
・冗長性
・高速コンバージェンス

現在のビジネス環境では、コア層は無停止で、常に利用可能であることが期待
されます。コア層のスイッチ、スーパーバイザ、ラインカード、光ファイバなど、
いずれかのコンポーネントで障害が発生した場合に、ほぼ即時に復旧できるよう、
適切なレベルの冗長性が必要とされます。

設計においては、機器やコンポーネントを冗長化するだけでなく、アプリケー
ションを中断せずにハードウェアとソフトウェアのアップグレードや変更を実行
できるよう保守プロセスも考慮する必要があります。

コア層では、高速な転送を維持するために、複雑なポリシーサービスを実行し
たりユーザやサーバを直接接続することがないよう設計します。また、無停止で
サービスを提供できるように、コア層のコントロールプレーンの設定を最小限に
する必要があります。

このように階層的なアーキテクチャに従ってインフラストラクチャを設計すること
で、設計者およびエンジニアは機器が配置されている層とその機器の役割を関連付けて
考えることができ、適切な機器の選択や設定に役立てることができます。

本項ではキャンパスのみを対象として説明しましたが、データセンター内やWAN接
続においても、同様の階層モデルに従った設計が有用です。

● コア層の必要性
すべての企業ネットワークで、独立したコア層は必要なのでしょうか。
コア層はディストリビューション層を集約するポイントなので、数人〜400人程

度の比較的小規模なオフィスではディストリビューション層と分離する必要はあ
りません。これは、24ポートのアクセススイッチと24ポートのディストリビュー
ションスイッチを使用すると最大400人程度のユーザを1つのディストリビュー
ションスイッチで収容でき、この規模ではディストリビューションスイッチを集
約するコア層が不要だからです。

より大きな規模であっても、キャンパスが1つの建物内にある場合、または隣接
する複数の建物内にあり光ファイバ接続帯域幅も十分にあるような場合には、コ
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ア層の機能を複数のディストリビューション層スイッチに分散して実装すること
もできます。必要に応じて、キャンパスの残りの部分ではなく、転送技術やルーティ
ングプロトコル、スイッチングハードウェアごとに個別のコア層を設置して、よ
り柔軟な設計オプションを提供することもできます。

一方、コア層を設置しない場合、ディストリビューションスイッチはフルメッ
シュで相互接続する必要があります。この設計は、将来の拡張性に欠け、ケーブ
ル配線の要件が増大します。また、ネイバー数が増加することで、ルーティング
が複雑になってしまいます。

たとえば、1つのビルで構成されていたキャンパスに、新しいビルが追加される
場合を想像してください。

【ディストリビューションスイッチのフルメッシュ接続】

ビル1

ビル3
ビル2の追加リンク（4本）
ビル3の追加リンク（8本）
ビル4の追加リンク（12本）

ビル2 ビル4

コア層を設置しないと、それぞれのビルの冗長化されたディストリビューショ
ンスイッチをフルメッシュで相互接続するために、4つのリンクが追加されます。

さらに3番目のビルが追加されると、それぞれのビルのディストリビューション
スイッチをフルメッシュで相互接続するために、8つのリンクが追加され、ディス
トリビューションスイッチ間のリンクは12本になります。

さらに4番目のビルが追加されると、それぞれのビルのディストリビューション
スイッチをフルメッシュで相互接続するために、12本のリンクが追加され、ディ
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ストリビューションスイッチ間のリンクは24本になります。
このように、複数のビルにまたがる大規模環境や、将来の拡張が予想されるよ

うな環境では、コア層を配置することが推奨されます。
コア層を設置すると、ディストリビューション層間の相互接続だけでなく、外

部ネットワークとの接続を集約し、企業ネットワークの成長に合わせて容易にキャ
ンパスを拡張することができます。

ほかの層から独立したコア層を設置するかどうかの判断は、拡張性の提供や追
加変更の簡素化など、複数の要因に依存します。ネットワークの規模が拡大し、
より複雑になり、変更がコアデバイスに影響し始めたら、分離する設計を検討す
ることが推奨されます。

【小中規模と大規模環境のネットワーク構成】

インターネット

サーバ

ノード：数台～400台

インターネット

WAN

アクセス層

＜小中規模＞ ＜大規模＞

ディストリ
ビューション層

アクセス層

ディストリ
ビューション層

アクセス層

ディストリ
ビューション層／
コア層

コア層

・アクセス層は、安価なレイヤ2スイッチで多数の音声、無線LAN、データクラ
イアントを統合
・ディストリビューション層は、アクセス層スイッチを集約し、マルチレイヤ
スイッチでルーティングとフィルタリングによるポリシーベース接続
・ コア層は、高速・高信頼バックボーンを提供
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シスコのスイッチは、小規模、中規模、大規模企業（エンタープライズ）、サービス
プロバイダのそれぞれの規模におけるニーズを満たす高いパフォーマンス、セキュリ
ティ、拡張性を提供します。Cisco Catalystスイッチは、シリーズの型番が大きいほど、
よりハイエンドな接続性を提供します。

企業向けに使用される代表的なCisco Catalystスイッチは、次のとおりです。

【シスコスイッチのタイプの例】

インターネット

コア

ディストリ
ビューション

アクセス

中小規模企業

Cisco Catalyst 6xxxシリーズ

Cisco Catalyst 3xxxシリーズ

Cisco Catalyst 2xxxシリーズ

大規模企業（エンタープライズ）

Cisco Catalyst 6xxxシリーズ

Cisco Catalyst 4xxxシリーズ

Cisco Catalyst 3xxxシリーズ

シスコでは、固定構成スイッチとモジュール型スイッチの2つのタイプを提供してい
ます。

● 固定構成スイッチ
ポートの種類と数が固定され、あとから変更できません。
代表的な機器：Cisco Catalyst 2960-Xシリーズ

※ 一部の固定構成スイッチでは、アップリンクポートのみGBIC※1やSFP※2により変更が

可能です。

● モジュール型スイッチ
モジュールを追加・交換することで、ポートの種類と数を変更できます。
代表的な機器：Cisco Catalyst 3850、4500-X、6800シリーズ

※ 固定構成スイッチはボックス型スイッチ、モジュール型スイッチはシャーシ型スイッ
チとも呼ばれます。

 シスコスイッチのタイプ

※1【GBIC】GigaBit Interface Converter：Gigabit Ethernet対応のネットワーク機器に実装する物理層仕様を着脱（変
更）可能にしたモジュール

※2【SFP】Small Form-Factor Pluggable：GBICと同様の機能を半分以下の大きさで提供するモジュール
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 本書に記載したCatalystスイッチのシリーズ名および機器構成は、本書執筆当時の情報に
基づいています。購入・設計の際には、シスコの公式サイトやCatalystスイッチガイドを参
照してください。

● エンタープライズアクセススイッチ
Cisco Catalyst 2960-Xシリーズなどの固定構成スイッチを導入し、安価にポート

数を拡張します。

【Cisco Catalyst 2960-Xシリーズ】

固定ポート×24 or 48 SFP×2 or 4

● エンタープライズディストリビューションスイッチ
固定構成スイッチや、Cisco Catalyst 3850シリーズなどのモジュール型レイヤ3

スイッチを導入し、ポリシーベースの接続性を提供します。
3850シリーズでは、さまざまなネットワークモジュール（ツイストペアおよび

光ファイバ）と冗長電源モジュールを選択できます。このスイッチは、小規模企
業のコア兼ディストリビューションスイッチとして使用することも、アクセス層
に配置して高い冗長性とレイヤ3機能を提供することもできます。

【Cisco Catalyst 3850シリーズ】

固定ポート×24 or 48

ネットワークモジュールを追加可能
　・1Gbps×4
　・1Gbps×4、10Gbps×2
　・1Gbps×4、10Gbps×4

トラフィック量が多い場合には、Cisco Catalyst 4500-Xシリーズを配置し、アッ
プリンクに限らずすべてのリンクで10Gbpsの通信を提供することもできます。

【Cisco Catalyst 4500-Xシリーズ】

SFP×16 or 32

SFP×8ポート（1/10GE）の
モジュールを追加可能
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● エンタープライズコアスイッチ
Cisco Catalyst 6800シリーズなどのモジュール型スイッチを導入し、高速かつ信

頼性の高いバックボーンを提供します。
6800シリーズでは、CPUカードから電源、スイッチカードまであらゆるコンポー

ネントをモジュール単位で組み合わせてシャーシに設置できます。

【Cisco Catalyst 6800シリーズ】

SVE※3

スーパーバイザ×2、
スイッチポート×5スロットを追加可能

冗長電源（×4）、
冗長ファンを追加可能

冗長SVE

ここまでに紹介したCisco Catalystスイッチは、すべてデバイスに管理用のIPアドレ
スを設定し、リモートから管理することができます。管理IPアドレスを設定すると、
SSHやTelnetを使用してデバイスに接続し、デバイスの設定をリモートから変更するこ
とができます。このようなスイッチをマネージドスイッチともいいます。自宅や小規模
企業では、より安価なアンマネージドスイッチが使用されます。

キャンパスネットワークのアクセス層を設計する際に、アクセススイッチをすべてL2
スイッチで構成する方法と、L3スイッチによるルーティングを組み合わせて構成する方
法があります。前者をスイッチドキャンパス、後者をルーテッドキャンパスと呼びます。

● スイッチドキャンパスアーキテクチャ
アクセス層をL2スイッチのみで構成します。VLANはディストリビューション

スイッチで終端され、アップリンクの半分はSTPによりブロックされます。

・利点： 従来型の安価なソリューション
 同じVLANを複数のアクセス層スイッチにまたがって構成できる（非推奨）
・欠点： STPでアップリンクの半分がブロックされる

 スイッチドキャンパスとルーテッドキャンパス（アクセス層の設計）

※3【SVE】SuperVisor Engine：Catalyst 6xxxシリーズなどのモジュール型スイッチにおけるスイッチングエンジン
モジュール。スーパーバイザとも呼ばれる
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【スイッチドキャンパス】

・
・
・
・
・

L2 L3

ディストリビューションスイッチアクセススイッチ

● ルーテッドキャンパスアーキテクチャ
アクセス層でレイヤ3スイッチを実装し、VLAN間ルーティングを提供します。

VLANはアクセス層スイッチで終端され、アクセス層スイッチとディストリビュー
ション層スイッチ間はルーテッドリンクで接続されます。すべてのアクセス層ス
イッチとディストリビューション層スイッチがルーティングに参加します。

・利点： アップリンクでL3ロードシェアリングができる
・欠点： トラフィック分離方法を慎重に考慮する必要がある（ゲストトラフィッ

クの内部トラフィックからの分離など）
 各VLANはアクセススイッチごとにローカル

【ルーテッドキャンパス】

・
・
・
・
・

L2 L3

ディストリビューションスイッチアクセススイッチ
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1

レイヤ2スイッチの基本動作はCCNAで学習済みですが、ここではキャンパスにおけ
るスイッチの実装について簡単に復習します。

● レイヤ2スイッチの特徴
レイヤ2スイッチは、スイッチまたはスイッチングハブとも呼ばれます。 スイッ

チはイーサネットLANでノード間の接続に使用されるデータリンク層の機器です。
以下のような特徴があります。

・イーサネットLANで利用される
・データリンク層で動作する
・MACアドレスを基にフレームを転送する

スイッチは、ノードのNICに埋め込まれたMACアドレスによってノードを識別
し、MACアドレステーブルを基にフレームの転送を行います。

スイッチで転送されるイーサネットフレームのフォーマットは、次のとおりで
す。

【イーサネット（バージョン2）フレーム】

DA SA データ FCS
タ
イ
プ
2
バ
イ
ト

6バイト 6バイト 4バイト46～1,500バイト

・DA（Destination Address）…………… 宛先MACアドレス
・SA（Source Address）………………… 送信元MACアドレス
・タイプ…………………………………… 上位層識別フィールド
・FCS（Frame Check Sequence）…… エラー検出フィールド

 レイヤ2スイッチの復習

スイッチには、レイヤ2（L2）スイッチとマルチレイヤスイッチ（MLS）の2種類があります。
ここでは、レイヤ2スイッチとマルチレイヤスイッチの基本的な動作の違いについて学習し
ます。

L2スイッチとマルチレイヤスイッチ1-2
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● MACアドレスの種類
MACアドレスには、次の3種類があります。

・ユニキャストMACアドレス ���� ホストからホストへの1対1の通信に使用
されるMACアドレス。NICに埋め込まれ、
固定されたアドレス

・マルチキャストMACアドレス ��� ホストから特定のグループ（サブネット
内のすべてのルータ、特定のアプリケー
ションを利用するホストグループなど）
への通信に使用されるMACアドレス

・ブロードキャストMACアドレス �� ホストからすべてのホスト宛の通信に使
用されるMACアドレス

ユニキャストMACアドレスはフレームの送信元および宛先アドレスとして指定
されますが、マルチキャストMACアドレスおよびブロードキャストMACアドレス
は、宛先アドレスとしてだけ使用されます。

●スイッチの基本動作
スイッチは次のような動作でフレームを転送します。

① 最初は空のMACアドレステーブルを持つ
② フレームの着信ポートと送信元MACアドレス、VLAN番号を関連付けてMAC

アドレステーブルに登録する

1 2 3 4フレーム

A B C D

・DA：D
・SA：A

ポート MACアドレス

1 A

VLAN

1

MACアドレステーブル

着信ポートとSA（A）を
関連付けて登録

※DA：宛先アドレス、SA：送信元アドレス

MACアドレステーブルは、そのテーブルルックアップに使用されるメモリの名
称をとってCAMテーブルとも呼ばれます。

MACアドレステーブルへのエントリの登録は、デフォルトでは上記のように動
的に行われますが、コマンドで手動登録することもできます。
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1
③ MACアドレステーブルに登録されていない宛先（ユニキャスト、マルチキャス

ト、ブロードキャスト）へのフレームは、VLAN内の着信ポートを除くすべて
のポートへ転送する（フラッディング）

ポート MACアドレス

1 A

VLAN

11 2 3 4

A B C D

MACアドレステーブル

DA（D）の登録がないため
フラッディング

④ MACアドレステーブルに登録された宛先へのフレームは、関連付けられたポー
トだけに転送する

1 2 3 4フレーム

A B C D

・DA：D
・SA：A

ポート MACアドレス

1
2
3
4

A
B
C
D

MACアドレステーブル

DA（D）がポート4に
関連付けられているため、
ポート4へ転送

VLAN

1
1
1
1

●MACアドレステーブルのエージングアウト
MACアドレステーブル（CAMテーブル）は、デフォルトでは動的に着信フレー

ムの送信元アドレスと着信ポートから作成されます。サーバなど固定接続の機器
は、静的にコマンドで作成することもできます。

構文 　静的にCAMテーブルのエントリを追加
(config)#mac address-table static <mac address> vlan <vlan 

-id> interface <interface number>

登録されたCAMテーブルの内容は、次のコマンドで確認します。

構文 　登録されたCAMテーブルの表示
#show mac address-table



30

スイッチのE0/1ポートにMACアドレス1111.1111.1111とVLAN1のエントリを追
加するコマンドは、次のようになります。

SW1(config)#mac address-table static 1111.1111.1111 vlan 1 interface e0/1

【CAMテーブルの表示例】

SW1#show mac address-table
          Mac Address Table

-------------------------------------------

 ①
Vlan    Mac Address       Type        Ports

----    -----------       --------    -----

   1    aabb.cc00.1111    DYNAMIC     Et1/1

   1    aabb.cc00.2222    DYNAMIC     Et0/1

   1    aabb.cc00.3333    DYNAMIC     Et0/2

   1    1111.1111.1111    STATIC      Et0/1

出力の「Type」欄（①）で動的（DYNAMIC）に学習したか、静的（STATIC）
に学習したかを確認できます。

CAMテーブルは、フレーム転送に関する大量のエントリを持つことができます
が、非常に大規模なネットワークでは、すべての機器のアドレスを維持すること
はできません。そこで、動的に学習されたアドレスで一定期間（エージアウト期間）
使用されなかったアドレスをエージアウト（エントリを削除）します。シスコスイッ
チのデフォルトでは、5分（300秒）使用されなければエージアウトされます。

次のコマンドで、指定された秒数にエージアウト期間を変更できます。

構文 　エージアウト期間の指定（単位：秒）
(config)#mac address-table aging-time <seconds>

変更されたCAMテーブルのエージアウト期間は、次のコマンドで確認します。

構文 　変更されたCAMテーブルのエージアウト期間の表示
#show mac address-table aging-out

エージアウト期間を180秒にすると、showコマンドでは次のように表示されます。

(config)#mac address-table aging-time 180
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1
【エージアウト期間の表示例】

SW1#show mac address-table aging-time
Vlan    Aging Time

----    ----------

   1     180

・ CAMテーブルはデフォルト300秒でエージアウト
・ エージアウトは、一定期間使用されなかった動的エントリを削除
・ エージアウト期間の設定コマンド
 (config)#mac address-table aging-time <seconds>

● ポートの設定
スイッチのポートは、半二重または全二重に設定し、動作します。

・半二重 ��送受信が同じ回路で処理される。送受信を同時に行うとフレーム
が衝突するため、CSMA/CDによりアクセスが制御される

・全二重 ��送受信が別回路で処理される。送受信を同時に行うことができる
ため通信効率がよい。衝突は起こらないためCSMA/CDが不要

スイッチのポートはイーサネットに接続され、対応する規格によって10Mbps／
100Mbps／1,000Mbps（1Gbps）／10Gbpsの通信が可能です。

・イーサネット（10BASE-T） ��������� 10Mbps
・ファストイーサネット（100BASE-TX） ���� 100Mbps
・ギガビットイーサネット（1000BASE-T） ��� 1,000Mbps（1Gbps）
・10ギガビットイーサネット（10GBASE-T） �� 10Gbps

ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット
は下位互換性があるため、10Gbps対応ポートにおいても設定により10Mbps／
100Mbps／1,000Mbps／10Gbpsの転送スピードを選択することができます。適切
に通信するために、全二重／半二重およびスピードの設定は、リンクの両端の機
器で同じにします。

●コリジョンドメインとブロードキャストドメイン
スイッチは、全二重ポートおよびMACアドレステーブルの使用により、コリジョ

ンドメインをポートごとに分割します。コリジョンドメインは、信号の衝突（コ
リジョン）の起こりうる範囲です。
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スイッチは、デフォルトではあるポートから送信されたブロードキャストフレー
ムがすべてのポートへ転送されるため、スイッチ全体が1つのブロードキャストド
メインです。VLANを設定すると、VLAN単位でブロードキャストドメインが構
成されます。

データリンク層のブロードキャストドメインは、ネットワーク層のIPサブネッ
トに相当するため、ブロードキャストドメイン単位でIPサブネットの割り当てを
計画します。

【コリジョンドメインとブロードキャストドメイン】

1 2 3 4

A B C D

コリジョンドメインブロードキャストドメイン

スイッチ

・ スイッチはポートごとにコリジョンドメインを分割する
・ デフォルトではスイッチ全体がブロードキャストドメインに含まれ、VLAN

ごとにブロードキャストドメインを分割する

レイヤ2スイッチはレイヤ2情報に基づいてフレームを転送しますが、マルチレイヤス
イッチ（Multi Layer Switch：MLS）はレイヤ2、レイヤ3、レイヤ4など複数の階層（マ
ルチレイヤ）の情報に基づいてフレームを転送します。マルチレイヤスイッチは、スイッ
チとルータの機能をひとつの筐体で高速に実現し、フローキャッシュの追加も行います。

マルチレイヤスイッチは、レイヤ2スイッチの機能を拡張し、レイヤ3でも動作するた
め、レイヤ3スイッチとも呼ばれます。

 マルチレイヤスイッチの動作
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1
Catalystスイッチは、ASICハードウェアを使用してフレームとパケットをワイヤ速度

で転送します。学習したMACアドレスやACLなどのテーブルを使用してフレームやパ
ケットを高速に転送するために、CAMテーブルとTCAMテーブルを使用します。

L2スイッチは、CAM（Content Addressable/Associative Memory）を用いてMACア
ドレステーブルの検索機能をハードウェア化し、フレーム転送処理を高速化しています。

ルータやマルチレイヤスイッチでは同様に、TCAM（Ternary CAM）を用いてルーティ
ングテーブルの検索機能をハードウェア化し、パケット転送処理を高速化しています。

CAMテーブルおよびTCAMテーブルは、大きなテーブルを高速にルックアップする
仕組みを提供します。

CAMテーブルでは、0と1の2つの値だけでテーブルマッチングを行います。MACア
ドレステーブルを宛先MACアドレスを基に検索する際に使用され、48ビットが完全に
一致した行だけが検索されます。

一方、TCAMテーブルのTernaryは「3進法の」という意味で、0と1に加え「どちら
でもよい」値を使用し、マッチングを行います。これにより、ルーティングテーブルを
宛先IPアドレスを基に検索する際に、ネットワーク部だけの一致でマッチングし、ホス
ト部を無視することができます。

TCAMテーブルには、ACL、QoS、上位レイヤの処理に関連付けられるそのほかの情
報が格納されます。ほとんどのCatalystスイッチには複数のTCAMが実装され、インバ
ウンドACL用、アウトバウンドACL用、QoS用などに用いられます。複数のTCAMを使
用することで、スイッチはさまざまなチェックを同時に行うことができ、パケット処理
時間を短縮できます。Catalystスイッチは、CAMとTCAMのルックアップも同時に実行
します。これにより、CatalystスイッチでQoSとACLの処理を有効にしても、パフォー
マンスは低下しません。

Catalystマルチレイヤスイッチは、受信パケットを転送するスイッチング方式として
次の3つをサポートしています。

・プロセススイッチング
・ファストスイッチング
・CEF（Cisco Express Forwarding）

最も初期に利用されていたのがプロセススイッチング方式で、その後ファストスイッ
チング、CEFの順に仕組みが改善され、より高速にパケット転送できるようになりまし
た。現在販売されているCatalystマルチレイヤスイッチはデフォルトでCEF方式を採用
しています。

 CAMとTCAM

 マルチレイヤスイッチのスイッチング方式
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スイッチング方式を理解するために、マルチレイヤスイッチのハードウェア構成を確
認しましょう。

マルチレイヤスイッチのハードウェアは、主に次の4つの要素で構成されています。

・コントロールプレーン（制御部） �� CPUやCisco IOSにより、スイッチ全体を制
御。ルーティングプロトコルを動作させ、ルー
ティングテーブルの維持を行う

・データプレーン（処理部） ����� ASICとTCAMを利用し、実際にパケットを
転送処理する

・フォワーディングプレーン（転送部） � スイッチ内部のモジュールやインターフェイ
ス間を接続するデータ用のバス（通信回路）。
カタログなどに示されるバックプレーンの容
量はスイッチが処理できる1秒あたりのパ
ケットの総量（pps）を表し、フォワーディ
ングプレーンの転送能力がスイッチ自身のパ
フォーマンスを決める

・インターフェイス �������� FastEthernetやGigabitEthernetなどのイーサ
ネットの物理ポート

インターフェイスモジュールには、すべてのパケットの転送を処理するマイクロコー
ド化されたプロセッサが含まれます。ルーティングプロトコルとファームウェアのデー
タパスマイクロコード間のコントロールレイヤの機能は、次のとおりです。

・ 内部データ管理、パケット転送とコントロール機能の回路の管理
・ レイヤ2とレイヤ3ブリッジング、ルーティングプロトコル、構成データからのほか

のルーティングとパケット転送関連の制御情報の抽出、データパスの制御を目的と
したインターフェイスモジュールへの情報伝達

・ インターフェイスモジュールからルートプロセッサまでのトラフィック統計情報な
どのデータパス情報の収集

・ イーサネットインターフェイスモジュールからルートプロセッサまで送信される特
定データパケットの処理

次の図のように、スイッチが受信したパケットは、入力インターフェイスからフォワー
ディングプレーンを通り、出力インターフェイスから送信されます。どのポートから送信
するかを決定するのが、コントロールプレーンとデータプレーンの役割で、スイッチング
方式によって、コントロールプレーンとデータプレーンの利用の仕組みが異なります。
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1
【マルチレイヤスイッチ内部構成図】

コントロールプレーン（制御部）

データプレーン（処理部）

フォワーディングプレーン（転送部）

入力 I/F 出力 I/FL3パケット L3パケット

マルチレイヤスイッチ

ルーティングテーブル

ASIC TCAM

Gi0/1 Gi0/2

従来のCatalystスイッチで採用されていたプロセススイッチング方式では、すべての
パケットをひとつひとつCPUでチェックし、ソフトウェア転送テーブル（コントロール
プレーン）で処理していました。コントロールプレーンの処理ではあまり高速なスイッ
チングを行うことができなかったため、高速化の工夫が期待されていました。

この方法ではパフォーマンスが低下するため、現在では、最後の手段かトラブルシュー
ティングのときに限り使用されています。

【プロセススイッチング方式】

コントロールプレーン

データプレーン

バックプレーン

入力 I/F 出力 I/FL3パケット L3パケット

ルーティングテーブル

マルチレイヤスイッチ　

受信 送信

チ
ェッ
ク

その後採用されたファストスイッチング方式は、プロセススイッチングを高速化する
ため、パケットをフロー単位でまとめて、フローごとに同じ経路を通るように転送しま
す。フローとは、送信者から受信者への一方向のデータの流れのことです。フローの最

 プロセススイッチングとファストスイッチング
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初のパケットはCPU（コントロールプレーン）で処理し、後続パケットはハードウェア
上のファストスイッチングキャッシュ（データプレーン）により転送されるため、ルー
トキャッシング方式とも呼ばれています。

同じフローが多く発生する環境ではデータプレーンで処理されるパケットが多いた
め、コントロールプレーンでの転送よりも高速な処理が期待できます。しかし最近では
インターネット接続によりさまざまなサーバと通信したり、企業内でも多くのアプリ
ケーションが利用されたりするため、スイッチが処理するフローの数が増加してコント
ロールプレーンで処理されるパケットが増え、あまり高速な処理は期待できなくなりま
した。

この方式は、ネットフローLANスイッチング、フローベーススイッチング、デマンド
ベーススイッチング、「Route once, Switch many」などとも呼ばれます。

【ファストスイッチング方式】

受信 送信

コントロールプレーン

データプレーン

バックプレーン

入力 I/F 出力 I/F

ルーティングテーブル

ルートキャッシュ

マルチレイヤスイッチ

フ
ロ
ー
の

先
頭
パ
ケ
ッ
ト

フ
ロ
ー
の

後
続
パ
ケ
ッ
ト

L3パケット L3パケット

CEF（Cisco Express Forwarding）は、Catalystマルチレイヤスイッチの現在のデフォ
ルトのスイッチング方法です。従来のプロセススイッチングおよびファストスイッチン
グ方式よりCPU負担が低く高速であり、すべてのパケットをハードウェア転送テーブル
で転送します。

CEFでは、次の2つのテーブルを利用して、パケットの転送を行います。

・FIB �������� Forwarding Information Base。ルーティングテーブル相当。
パケットの転送先ポートを決定

・隣接テーブル ��� ARPキャッシュ相当。作成するフレームヘッダの宛先MAC
アドレス情報を決定

 CEFとは
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1
CEFが有効なマルチレイヤスイッチでは、あらかじめコントロールプレーンのルー

ティングテーブル情報からデータプレーン上のFIBが生成され、以降変更のあるたびに
更新されます。ネットワークのトポロジを表すルーティングテーブルからFIBを生成す
るため、トポロジベーススイッチング方式とも呼ばれます。同様に、コントロールプレー
ンのARPキャッシュからデータプレーンの隣接テーブルが生成され、変更のたびに更新
されます。

CEFが有効なマルチレイヤスイッチでは、受信パケットの転送先ポートを決定するた
めにデータプレーンのFIBを参照し、宛先へのフレームを生成するためにデータプレーン
の隣接テーブルを参照します。データプレーンだけで転送処理が完結するため、プロセ
ススイッチングやファストスイッチングより高速にデータを転送することができます。

【CEF方式】

コントロールプレーン

データプレーン

バックプレーン

入力 I/F 出力 I/F

ルーティングテーブル

FIB

マルチレイヤスイッチ

チ
ェッ
ク

ダウンロード

L3パケット L3パケット
受信 送信

【マルチレイヤスイッチ処理図】

FIB 隣接テーブル

L3パケット

マルチレイヤスイッチ

受信 送信

L3エンジン

ダウンロード

ルックアップ
リライト

Catalystマルチレイヤスイッチでは、ip routingコマンドが有効な状態でCEFはデフォ
ルトで有効です。CEFが無効な場合も、VLAN間ルーティングを実行することは可能です。

CEFではロードバランシングも実行できます。宛先ごとのロードバランシングにより、
レイヤ3スイッチがロードシェアリングのために複数パスを使用することができます。
この場合も、ある送信元ホストと宛先ホストのペア間のパケットは同じパスを通ること
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が保障されています。これにより、特定のホストペア間のパケットは順番どおりに到着
します。宛先ごとのロードバランスはほとんどの場合に最適なスイッチングを実現する
ために、CEFを有効にするとデフォルトで有効になります。

ただし、特定のホストペア間に複数のレイヤ3パスが存在する場合、パケットベース
のロードバランシングであれば複数パスが使用できますが、CEFの宛先ごとのロードバ
ランシングでは1つのパスを使用することになってしまいます。このように、まれに
CEFを使用することでパフォーマンスが低下する場合もあるので注意が必要です。

また、マルチレイヤスイッチの一部の機能はCEFと互換性がないことにも注意してく
ださい。

レイヤ3スイッチングは、スイッチ上の次の2つの場所でスイッチングを決定します。

・ 集中型スイッチング �� スイッチングの決定は、ルートプロセッサ上の中央の転
送テーブルで実行され、通常はASICで管理される

・ 分散型スイッチング �� スイッチングの決定は、中央ルートプロセッサではなく、
ポートまたはラインカードレベルで行われる。キャッ
シュされたテーブルがさまざまなハードウェアに分散お
よび同期化されるため、スイッチシャーシ全体へ処理負
荷を分散できる

集中型スイッチングではスイッチのパフォーマンスが制限されるため、通常、スイッチ
が分散型スイッチングやインストールされたラインカードをサポートしない場合や、ス
イッチ上で有効なそのほかの機能が分散型スイッチングと互換性がない場合に使用されま
す。分散型スイッチングのほうが効率の良い方式ですが，すべてのスイッチが分散型スイッ
チングをサポートするわけではありません。

 集中型スイッチングと分散型スイッチング



1-2　L2スイッチとマルチレイヤスイッチ

39

1
● レイヤ2スイッチのフレーム処理

スイッチがフレームを受信すると、そのフレームはポートの入力キューに格納
されます。ポートは、異なるプライオリティの複数の入力キューを備えているこ
とがあり、重要なフレームは直ちに処理されます。

スイッチは、キューから取り出したフレームを次の3つの方法で処理します。

● レイヤ2転送テーブル
CAMテーブルにおいて、MACアドレスがインデックスとして使用されます。

着信フレームの宛先MACアドレスがCAMテーブルとマッチした場合、そのフ
レームはMACアドレスが関連付けられているポートから転送され、MACアド
レスがマッチしない場合、フレームはVLAN内の複数のポートからフラッディ
ングされます。

● ACL

TCAMに含まれるACLは、フレームのMACアドレスをベースに識別するこ
ともできます。フレームを転送すべきかどうかは、テーブルのルックアップに
よって決定されます。

● QoS

着信フレームは、QoSパラメータに従って分類されます。その後、トラフィッ
クにプライオリティが設定され、転送レート（速度）制限をかけることができ
ます。QoSの決定も、TCAMテーブルのルックアップによって行われます。

【レイヤ2スイッチのフレームの転送処理】

入力キュー 出力キュー
着信フレーム

L2転送
テーブル
（CAM）

セキュリティ
ACL

（TCAM）

QoS
ACL

（TCAM）

 フレームの転送処理
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● マルチレイヤスイッチのフレーム処理
マルチレイヤスイッチは、キューから取り出したパケットを次の4つの方法で処

理します。

● レイヤ2転送テーブル
CAMテーブルにおいて、MACアドレスがインデックスとして使用されます。

転送が必要なレイヤ3パケットがフレームにカプセル化されている場合、フレー
ムの宛先MACアドレスはスイッチのレイヤ3ポートのMACアドレスになります。

● レイヤ3転送テーブル
FIBテーブルにおいて、IPアドレスがインデックスとして使用されます。FIB

にはネクストホップMACアドレス、出力スイッチポート、VLAN IDが一覧表
示されるため、転送時に追加のルックアップは不要です。

● ACL

TCAMに含まれるACLは、フレームのMACアドレスをベースに識別するこ
ともできます。フレームを転送すべきかどうかは、テーブルのルックアップに
よって決定されます。

● QoS

着信フレームは、QoSパラメータに従って分類されます。その後、トラフィッ
クにプライオリティが設定され、転送レート（速度）制限をかけることができ
ます。QoSの決定も、TCAMテーブルのルックアップによって行われます。

CAMとTCAMテーブルのルックアップが実行されたあと、パケットは適切な
アウトバウンド（出力）ポートの出力キューに格納されます。適切な出力キュー
はQoSによって決定され、重要度の高いパケットが最初に処理されます。

● フレームの書き換え
マルチレイヤスイッチは、ルータと同様に、FIBテーブルからネクストホップの

宛先を取得します。また、フレームを転送する前に、フレームの次のフィールド
を書き換える必要があります。

・宛先MACアドレス
・送信元MACアドレス
・TTL（Time To Live）
・IPチェックサム
・フレームチェックサム
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【フレームの書き換え】

A

＜着信フレーム＞

フレームヘッダ

宛先MAC
0000.0000.3333

送信元MAC
0000.0000.1111

宛先IP
192.168.2.1

送信元IP
192.168.1.1

TTL チェックサム データ チェックサム

IPヘッダ ペイロードトレーラ

＜送信フレーム＞

フレームヘッダ

宛先MAC
0000.0000.2222

送信元MAC
0000.0000.4444

宛先IP
192.168.2.1

送信元IP
192.168.1.1

TTL
-1

チェックサム
再計算

データ チェックサム
再計算

IPヘッダ ペイロードトレーラ

192.168.1.254
0000.0000.3333

192.168.2.254
0000.0000.4444

マルチレイヤスイッチ

B

192.168.1.1
0000.0000.1111

192.168.2.1
0000.0000.2222

フレームがポートに到着したとき、フレームの宛先MACアドレスは、マルチレ
イヤスイッチのものになっています。スイッチでフレームが処理されたあと、元
の宛先MACアドレスの代わりに、ネクストホップのMACアドレスがフレームに格
納されます。フレームの送信元MACアドレスは、マルチレイヤスイッチと関連付
けられたMACアドレスに置き換えられます。

ルータと同様に、ルーティングされたあとのIPヘッダのTTLは1減算されます。
送信元および宛先のIPアドレスはエンドツーエンドで有効なので書き換えられま
せん。

フレームがポートに到着すると、スイッチはフレームとIPパケットのチェック
サムを計算し、転送中にフレームやパケットが破損していないことを確認します。
チェックサムの値は、フレームやパケットの一部が書き換えられると再計算され
ます。

・ プロセススイッチングは、すべてのパケットをソフトウェアスイッチング
・ ファストスイッチングは、フローの最初のパケットをソフトウェアスイッチ
ング、後続パケットをハードウェアスイッチング
・ CEFは、トポロジーベーススイッチングで、すべてのパケットをハードウェ
アスイッチング
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SDM（Switch Database Management）テンプレートは、スイッチのデータベースを
管理するテンプレートで、ルーティングやVLAN分割といったスイッチの用途に応じて
システムリソース（CAM/TCAM）の割り当てを最適化します。

ネットワークにおけるスイッチの使用状況に応じて最適なSDMテンプレートを選択す
ることで、特定の機能のサポートを最適化するようにスイッチのシステムリソースを設
定することができます。たとえば、ルーティングやVLANなど、一部の機能がシステム
を最大限使用するようなテンプレートを選択したり、逆にリソースを均衡化するデフォ
ルトテンプレートを使用したりすることができます。

各スイッチは複数のSDMテンプレートタイプをサポートし、それぞれのテンプレート
がシステムリソースに異なる優先順位をつけて、特定の機能のサポートを最適化します。

スイッチがサポートするSDMテンプレートタイプは、次のコマンドで確認できます。

構文 　SDMテンプレートタイプの表示
(config)#sdm prefer ?

Switch(config)#sdm prefer ?

access                    Access bias

default                   Default bias

dual-ipv4-and-ipv6        Support both IPv4 and IPv6

routing                   Unicast bias

vlan                      VLAN bias

 SDMテンプレートとは

 SDMテンプレートのタイプ

Cisco Catalyst 2960、3560、3750など一部の機種では、SDMテンプレートでレイヤ2およ
びレイヤ3スイッチングリソースを最適化します。

Cisco SDMテンプレート1-3
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1
表示される（サポートされる）テンプレートタイプは、機種やIOSソフトウェアの種

類によって異なります。ここでは、Catalyst 3750の場合を示します。

・ default（デフォルト） � スイッチ購入時に有効なテンプレート。すべての機能に
対してリソースを均衡化する。ユニキャストルート、直
結ルート、ホストルートが混在する

・ access（アクセス） ��� VLANが多数ある場合に有効化する。ルーティングリ
ソースを削減する

・ vlan（VLAN） ����� ルーティングを無効化し、最大数のユニキャストMAC
アドレスをサポートするようにテーブルのほとんどをレ
イヤ2ユニキャストに割り当てる。通常は、レイヤ2スイッ
チ用に選択される

・ routing（ルーティング） � 通常、コアまたはディストリビューションスイッチで有
効にする。IPv4ユニキャストルーティングに対して、シ
ステムリソースを最大化する

・ dual-ipv4-and-ipv6（デュアルスタック）
 　　　　　 ������ IPv6機能を有効化する場合に使用する

ここでデュアルスタックテンプレートを選ぶと、さらに3つの選択肢が表示されます。

【sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 ?の出力例】

Switch(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 ?

default          Default bias

routing          Unicast bias

vlan             VLAN bias

・ default（デフォルト） � IPv6ユニキャストルーティングとセキュリティにより
多くの領域が予約され、レイヤ2ユニキャスト領域は少
なくなる

・ vlan（VLAN） ����� デュアルスタックで多数のVLANをサポートする環境で
使用する

・ routing（ルーティング） � IPv6/IPv4ユニキャストルーティングに多くの領域が予
約される

Cisco SDMテンプレート
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●SDMテンプレートの変更手順
SDMテンプレートを変更するコマンドは、次のとおりです。

構文 　SDMテンプレートの変更
(config)#sdm prefer [ access | default | dual-ipv4-and-ipv6 

 { default | vlan | routing } | routing | vlan ]

指定したSDMテンプレートを実際に適用するには、次のコマンドで設定を保存
し、スイッチを再起動する必要があります。

構文 　設定の保存
#copy running-config startup-config

構文 　スイッチの再起動
#reload

再起動後に、次のコマンドで、適切にSDMテンプレートが変更されたことを確
認します。

構文 　現在のSDMテンプレートを確認
#show sdm prefer

このように、パラメータを指定せずに show sdm preferコマンドを使用すると、
現在アクティブなテンプレートが表示されます。

変更の前に、各テンプレートがサポートしているシステムリソースを表示する
には、次のコマンドを使用します。

構文 　システムリソースの表示
#show sdm prefer [ access | default | dual-ipv4-and-ipv6  

{ default | vlan | routing } | routing | vlan ]

●IPv6対応SDMテンプレートへの変更の例
Catalyst 3750／3560スイッチは、デフォルトテンプレートではIPv6に対応して

いません。これらのスイッチでIPv6ルーティングを使用するには、SDMテンプレー
トをデュアルスタック（dual- ipv4-and- ipv6）に変更する必要があります。

IPv6対応のSDMデュアルスタックテンプレートには、defaultとvlan、routingの
3つのテンプレートがあります。変更の前に、3つのテンプレートのリソース割り
当てを確認し、どれが最適なテンプレートであるかを確認することができます。

 SDMテンプレートの変更
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たとえば、「dual-ipv4-and-ipv6 default」のSDMテンプレートに変更した場合の

リソース割り当ては、次のコマンドで確認することができます。

【テンプレートのリソース割り当て確認の例】

Switch#show sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
“desktop IPv4 and IPv6 default” template:
The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

8 routed interfaces and 1024 VLANs.

 

number of unicast mac addresses: 2K

number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 1K

number of IPv4 unicast routes: 3K

number of directly-connected IPv4 hosts: 2K

number of indirect IPv4 routes: 1K

number of IPv6 multicast groups: 1K

number of directly-connected IPv6 addresses: 2K

number of indirect IPv6 unicast routes: 1K

number of IPv4 policy based routing aces: 0

number of IPv4/MAC qos aces: 512

number of IPv4/MAC security aces: 1K

number of IPv6 policy based routing aces: 0

number of IPv6 qos aces: 510

number of IPv6 security aces: 510

リソース割り当てが期待どおりであることが確認できたら、次のコマンドで
SDMテンプレートを変更します。

【テンプレート変更設定の例】

Switch(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take 

effect until the next reload.

Use 'show sdm prefer' to see what SDM preference is currently active.

変更コマンドを入力すると、上記のように、変更の適用には再起動が必要であ
るという警告メッセージが表示されます。メッセージに従って、次のコマンドで
スイッチを再起動します（再起動前に設定を保存します）。
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【スイッチの再起動の例】

Switch#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

スイッチの再起動後、適用されているテンプレートが変更されたことを確認し
ます。

【適用済テンプレートの出力例】

Switch#show sdm prefer

The current template is "dual-ipv4-and-ipv6 default" template.

The selected template optimizes the resources in

the switch to support this level of features for

0 routed interfaces and 255 VLANs.

number of unicast mac addresses: 8K

number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 0.25K

number of IPv4 unicast routes: 0

number of IPv6 multicast groups: 0.375k

number of directly-connected IPv6 addresses: 0

number of indirect IPv6 unicast routes: 0

number of IPv4 policy based routing aces: 0

number of IPv4/MAC qos aces: 0.125k

number of IPv4/MAC security aces: 0.375k

number of IPv6 policy based routing aces: 0

number of IPv6 qos aces: 0

number of IPv6 security aces: 0.125k

出力の1行目に「The current template is "dual-ipv4-and-ipv6 default" template.
（現在のテンプレートは、"dual-ipv4-and-ipv6 default"）」と表示されており、変更
コマンドで指定したテンプレートが適用されていることが確認できます。
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テンプレートの変更は、スイッチの動作に大きく影響するため、変更が必要か、不適

切な設計の回避策になるか、事前にしっかり確認してください。
計画時に、現在のTCAMなどのシステムリソースの使用率の概要を確認するには、次

のコマンドも使用できます。

【TCAM使用率の確認の例】

Switch#show platform tcam utilization

CAM Utilization for ASIC# 0                      Max            Used

                                             Masks/Values    Masks/values

 Unicast mac addresses:                        784/6272         12/26

 IPv4 IGMP groups + multicast routes:          144/1152          6/26

 IPv4 unicast directly-connected routes:       784/6272         12/26

 IPv4 unicast indirectly-connected routes:     272/2176          8/44

 IPv4 policy based routing aces:                 0/0             0/0

 IPv4 qos aces:                                528/528          18/18

 IPv4 security aces:                          1024/1024         27/27

Note: Allocation of TCAM entries per feature uses

a complex algorithm. The above information is meant

to provide an abstract view of the current TCAM utilization

TCAM使用率（「Used」の値）がいずれかのパラメータの最大値に近づいている場合は、
ほかのテンプレートにおいてそのパラメータを最適化できるかどうかを、次のコマンド
で確認します。

構文 　テンプレートのリソース割り当ての確認
#show sdm prefer [ access | default | dual-ipv4-and-ipv6 { default 

| vlan | routing } | routing | vlan ]

●VLANテンプレートへの変更
VLANテンプレートは、ルーティングしないレイヤ2専用スイッチで使用します。

VLANテンプレートでは、ルーティングエントリ用のシステムリソースは予約さ
れないため、ルーティングはソフトウェアによって実行されます。

ルーティングを使用するスイッチにこれを適用すると、CPUは過負荷となり、
ルーティングパフォーマンスが大幅に低下します。

 適切なテンプレートの選択
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●ルーティングテンプレートへの変更
ルーティングテンプレートは、IPv4ルーティングするマルチレイヤスイッチで

使用します。ルーティングテンプレートでは、IPv4ユニキャストルーティングに
割り当てられるシステムリソースを最大化します。

レイヤ2スイッチやIPv6ルーティングスイッチには適しません。

●デュアルスタックテンプレートへの変更
デュアルスタックテンプレートは、マルチレイヤスイッチでIPv6ルーティング

を有効化します。デュアルスタックテンプレートを使用すると、IPv4ルーティン
グなどに許可されるTCAM容量が少なくなるため、IPv6トラフィックを転送しな
い場合はこのテンプレートを使用しないでください。

●アクセステンプレートへの変更
アクセスリストが多数ある場合、SDMアクセステンプレートに変更する必要が

あるか検討します。この場合、SDMテンプレートを変更せずにパフォーマンスを
最適化できないかを調べることが重要です。

使用しているACLに冗長エントリがあったり、よく使用されるエントリがリス
トの最後にあったり、不要なエントリがあるなど、ACLが非効率に設定されてい
る場合があります。

SDMテンプレートを変更すると、リソースが予約されるだけでなく、ほかのリ
ソース予約が解放されます。そのため、ACLの問題は解決できても、ユニキャス
トルーティング用のリソースが不足し始める可能性があります。

・ SDMテンプレートにより、スイッチのシステムリソース割り当て方法が決
定する
・ VLANテンプレートはハードウェアルーティングを無効化し、ルーティング
を過負荷にする

1-4
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1

ネットワークベンダはデバイス間の相互検出プロトコルの必要性を理解しています
が、これまでは、CDPのようにベンダ独自のものが使用され、マルチベンダ間での相互
運用性が欠如していました。そこで、IEEE 802.1ABでは、マルチベンダ環境で使用で
きるLLDPが開発されました。LLDPは、SDN※4環境においてベンダ間の機器検出など
にも用いられています。

CDP（Cisco Discovery Protocol）は、シスコオリジナルのレイヤ2プロトコルです。
シスコ機器ではデフォルトで有効です。

2台のシスコ機器間でL2接続が確立できていれば、上位プロトコルが何であっても、
隣接するシスコ機器のサマリ情報（ホスト名、接続ポート、機能、IPアドレスなど）を
取得できます。CDPメッセージは暗号化されずに交換されるため、盗聴される可能性が
あります。また、低速リンクや対向がシスコデバイスでない場合など、不要なポートで
はCDPを無効に設定しましょう。

LLDP（Link Layer Discovery Protocol）は、IEEE 802.1ABで定義されたレイヤ2プ
ロトコルです。シスコ機器ではデフォルトで無効です。LLDPでは、隣接するマルチベ
ンダ機器のサマリ情報を取得することができます。CDP同様、L2接続が確立できていれ
ば、レイヤ3ではプロトコルフリーです。

CDP／LLDPでは、マルチキャストによって定期的に各デバイスのサマリ情報を送信
しているので、攻撃者がCDP／LLDPが有効なポートに接続すると、IPアドレスなどの
情報を盗聴される可能性があります。不要なポートでは無効に設定しましょう。

 CDPとLLDP

CDPはシスコ独自のレイヤ2トポロジ検出プロトコルです。CDPをマルチベンダ環境で使用
できるようにしたのが、LLDPです。

LLDPの実装1-4

※4 【SDN】Software-Defined Networking：データセンターなど大規模環境でソフトウェアから多数のネットワーク
機器を一括設定・運用する機能
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【CDP／LLDP】

CDP／
LLDP

CDP／LLDP

CDP／LLDP

盗聴可能

管理者

プロトコルアナライザを実行する攻撃者

サマリ情報
（暗号化されていない）

CDPとLLDPの概要は、次のとおりです。

【CDPとLLDPの比較】

CDP LLDP

標準 シスコ独自 IEEE 802.1AB

動作レイヤ データリンク層 データリンク層
利点 軽量 高度にカスタマイズ可能

LLDPは、ネイバーデバイスの検出に使用する属性のセットをサポートします。これ
らの属性には、タイプ（Type）、長さ（Length）、値（Value）の説明が含まれ、TLVと
呼ばれます。LLDPをサポートするデバイスではTLVを使用してネイバー間で情報を送
受信します。LLDPは、認定情報、デバイス機能、デバイスIDなどの詳細をアドバタイ
ズします。

LLDPはCDPよりも多くの情報を伝搬し、CDPはより軽量であるという利点があります。

・CDPは、シスコ独自のデータリンク層ネイバー検出プロトコル
・LLDPは、マルチベンダ標準のデータリンク層ネイバー検出プロトコル
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1
CDPはシスコ機器のすべてのポートでデフォルト有効なので、不要な場合は以下のコ

マンドで無効化します。

構文 　スイッチ全体でCDPを無効化
(config)#no cdp run

構文 　ポート単位でCDPを無効化
(config-if)#no cdp enable

CDPが有効なポートでは、自身のホスト名、機能、接続ポート番号、IPアドレスなど
を含むCDPフレームをデフォルトでは60秒に1回隣接シスコ機器にマルチキャストで送
信します。CDPフレームを交換する隣接シスコ機器をCDPネイバーといいます。隣接機
器は、受信したCDPネイバー情報を蓄積します。

ネイバー情報は、次のコマンドで確認します。

構文 　CDPネイバーのサマリ情報を確認
#show cdp neighbors

このコマンドでは、CDPネイバーの一覧と接続トポロジを確認できます。機器の導入
時やトラブルシュート時に非常に便利なコマンドです。

次のコマンドでは、さらに詳細なCDPネイバーのIPアドレスやIOSバージョンなども
確認できます。

構文 　CDPネイバーの詳細情報を確認
#show cdp neighbors detail

導入時に期待したようなIPでの疎通ができないような場合に、トラブルシュートのヒ
ントとして利用できます。

● CDP確認コマンドの実行例
デフォルトでCDPは有効なので、次のコマンドでCDPの状況を確認します。

【show cdpコマンドの出力例】

Switch#show cdp
Global CDP information:

        Sending CDP packets every 60 seconds

        Sending a holdtime value of 180 seconds

        Sending CDPv2 advertisements is enabled

 CDPの設定と確認



52

出力の各行から次のことが確認できます。

・ CDPが有効（デフォルト有効）
・ CDPの更新間隔は60秒（デフォルト）
・ CDPのホールドタイムは180秒（デフォルト）

以下は、SW1からCDPネイバーのサマリ情報を表示した例です。

【show cdp neighborsコマンドの出力例】

SW1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

DSW1                Fas 0/1        159          S I       WS-C3560- Fas 0/3

DSW2                Fas 0/2        15           S I       WS-C3560- Fas 0/1

① Device ID：ホスト名
② Local Intrfce：自身の接続インターフェイス（ポート）番号
③ Holdtme（ホールドタイム）：CDPメッセージの保持期間、デフォルト180秒からカウントダ
ウン

④ Capability：機能。「Capability Codes:」欄に説明あり
⑤ Platform：機種名
⑥ Port ID：ネイバーの接続インターフェイス（ポート）番号

出力は、表形式で、隣接シスコデバイスであるCDPネイバーの一覧とその機器
や接続情報を示します。たとえば、DSW1の行に注目すると、「DSW1は、SW1の
Fas0/1ポートにDSW1のFas0/3ポートで接続され、スイッチとマルチキャスト
IGMPの機能を持つデバイス」であることがわかります。

次に、CDPネイバーの詳細を表示します。

【show cdp neighbors detailコマンドの出力例】

SW1#show cdp neighbors detail
-------------------------

Device ID: DSW1

Entry address(es):

  IP address: 192.168.0.11

Platform: cisco WS-C3560-8PC,  Capabilities: Switch IGMP

Interface: FastEthernet0/3,  Port ID (outgoing port): FastEthernet0/3

Holdtime : 159 sec
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1Version :

Cisco IOS Software,  C3560  Software (C3560-IPBASE-M), Version 12.2(35)SE5,

RELEASE SOFTWARE(fc1)

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 14-Aug-14 08:28 by mmen

advertisement version: 2

VTP Management Domain: 'NULL'

Duplex: full

Management address(es):

  IP address: 192.168.0.11

-------------------------

Device ID: DSW2

Entry address(es):

  IP address: 192.168.0.12

Platform: cisco WS-C3560-8PC,  Capabilities: Switch IGMP

Interface: FastEthernet0/3,  Port ID (outgoing port): FastEthernet0/3

Holdtime : 159 sec

Version :

Cisco IOS Software,  C3560  Software (C3560-IPBASE-M), Version 12.2(35)SE5,

RELEASE SOFTWARE(fc1)

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 14-Aug-14 08:28 by mmen

advertisement version: 2

VTP Management Domain: 'NULL'

Duplex: full

Management address(es):

  IP address: 192.168.0.12

出力から、DSW1のIPアドレスが192.168.0.11、DSW2のIPアドレスが192.168.0.12
であり、いずれもCatalyst 3560スイッチのIOSバージョン12.2(35)で動作しているこ
とがわかります。

すべてのシスコデバイスにおいてCDPはデフォルト有効ですが、LLDPは有効な場合
と無効な場合があります。LLDPを有効にするコマンドは、次のとおりです。

 LLDPの設定と確認
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構文 　スイッチ全体でLLDPを有効化
(config)#lldp run

構文 　ポート単位でLLDPを有効化
(config-if)#lldp enable

それぞれのコマンドを無効にするには、先頭にnoをつけて実行します。
LLDPはCDPと同様に、マルチキャストで定期的にLLDPフレームを送信します。

LLDPをサポートするデバイスは、自身の情報を送信すると同時に、LLDPネイバー情報
を受信し、記録します。

外部接続など一部のインターフェイスではLLDPの実行が望ましくない場合がありま
す。特定のインターフェイスでLLDP情報を送受信しないようにするには、次のコマン
ドを使用します。

構文 　LLDPを受信しない
(config-if)#no lldp receive

構文 　LLDPを送信しない
(config-if)#no lldp transmit

CDPと同様に、LLDPネイバーのサマリまたは詳細情報を確認するには、次のコマン
ドを使用します。

構文 　LLDPネイバーのサマリ情報を確認
#show lldp neighbors

構文 　LLDPネイバーの詳細情報を確認
#show lldp neighbors detail

・CDPネイバーは、隣接するシスコスイッチとシスコルータ
・LLDPネイバーは、隣接するマルチベンダのスイッチとルータ

● LLDP確認コマンドの実行例
LLDPが有効かどうか確認するコマンドは、次のとおりです。

構文 　LLDPが有効かを確認
#show lldp
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1SW1#show lldp

Global LLDP Information:

    Status: ACTIVE

    LLDP advertisements are sent every 30 seconds

    LLDP hold time advertised is 120 seconds

    LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds

出力の各行から次のことが確認できます。

・ LLDPが有効
・ LLDPの更新間隔は30秒（デフォルト）
・ LLDPのホールドタイムは120秒（デフォルト）

接続されたすべてのスイッチでLLDPが有効であれば、showコマンドで全体の
トポロジを確認することができます。

ここでは、4台のスイッチSW1、SW2、DSW1、DSW2と1台のルータR1のそれ
ぞれで実行したLLDPサマリ情報を示します。

出力を参考に、接続トポロジを想像してみてください。

【SW1のLLDPサマリ情報】

SW1#show lldp neighbors
Capability codes:

    (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

    (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

 ① ② ③ ④ ⑤
Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

DSW2                   Gi0/24      120           B            Gi0/2

DSW1                   Gi0/23      120           B            Gi0/2

Total entries displayed: 2

① Device ID：ホスト名
② Local Intf：自身の接続インターフェイス（ポート）番号
③ Hold-time（ホールドタイム）：LLDP情報の保持期間。デフォルト120秒からカウントダウン
④ Capability：機能。「Capability Codes:」欄に説明あり
⑤ Port ID：ネイバーの接続インターフェイス（ポート）番号

出力は、CDPと同様に表形式で、隣接するマルチベンダデバイスであるLLDPネ
イバーの一覧とその機器や接続情報を示します。たとえば、DSW1の行に注目する
と、「DSW1は、SW1のGi0/23ポートにDSW1のGi0/2ポートで接続され、ブリッジ（ス
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イッチ）機能を持つデバイス」であることがわかります。

【SW2、DSW1、DSW2のLLDPサマリ情報】

SW2#show lldp neighbors
Capability codes:

    (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

    (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

DSW2                   Gi0/24      120           B            Gi0/3

DSW1                   Gi0/23      120           B            Gi0/3

Total entries displayed: 2

DSW1#show lldp neighbors
Capability codes:

    (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

    (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

R1                     Gi0/1       120           R            Gi0/1

SW1                    Gi0/2       120           B            Gi0/23

SW2                    Gi0/3       120           B            Gi0/23

Total entries displayed: 3

DSW2#show lldp neighbors
Capability codes:

    (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

    (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

R1                     Gi0/1       120           R            Gi0/2

SW2                    Gi0/3       120           B            Gi0/24

SW1                    Gi0/2       120           B            Gi0/24

Total entries displayed: 3


