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概要

この資料は解決しますイーサネット リンクのインターフェイス シナリオのための方法論を記述し
ます。リンク問題はネットワークがはじめてまたは異なる Cisco/ベンダーデバイスを含む相互接
続と始動するときかなりよくあります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

VRF - 仮想ルーティングおよび転送●

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

方法論を解決して下さい

インターフェイスが Ciscoルータでなぜアップしないか多くの原因があります。 失敗が余りにも
多くの変数のフィールドで-問題はレイヤ1 が原因である可能性があります- SFP （プラグイン可
能 な小さい形式要素） /cables/connectors/patch パネルまたは 2 を層にするためにルータのポー
ト起こるとき Troubleshoot 退屈、苦痛である場合もあります（リンクの終わりか一端）。  この
セクションはレイヤ1 かレイヤ2 に失敗を切り離す簡単な方法を論議しますまたはエンドポイン
ト デバイス。

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


インターフェイス リンク パラメータはリンクの両端で一致する必要があります

出力するのに show interface を使用すればリンク速度/リンク スピード、二重、オート ネゴシエ
ーションおよびメディアタイプを確認する等量はリンクの両端でおよび一致サポートされます。
 リンクに従うのに使用されるインターフェイス モジュールのためのサポートされたトランシーバ
を見つけるため。

Cisco ギガビット イーサネット トランシーバ モジュールの互換性マトリクス

ローカルループバックのインターフェイスを設定して下さい

これは PLIM （物理層インターフェイスモジュール）までルータの中のパケットパスをずっとテ
ストします。 ASIC がきちんとインターフェイス初期化されるルータ ポートがもしおよび検出さ
れれば自己 PING ははたらく必要があります。 ローカルループバックによって TX はルータの中
で水平なポートの RX に接続されます。 このテストはパケットパスの SFP およびケーブルを除
きます。 ポートの失敗/PING 自体はローカル ループとのアップするために Ciscoルータにおける
問題を示唆します。 それを更に解決する連絡先 Cisco TAC。

VRF のポートおよびケーブルをテストして下さい

このテストはときループバック テストが正常なおよびリンクのどの終わりが間違っているまたは
それがデバイス間の相互運用性 の 問題ならか識別するために特に役立ちます。 これはまたルー
プバックプラグがテスト用の利用できないシナリオで助けます。

同一ルータの予備ポートを使用し、同じケーブルおよび connectors/SFP とそれにテストされる
べきポートを接続して下さい。 ルータはそれ自身に今ループバックされます。 2 異なる VRF と
同じ サブネットの 2 つのポート/インターフェイスを設定して下さい。 1 VRF から他の VRF に
ping して下さい。

PING が通らない場合、ケーブルか SFP 問題を指します。 ケーブルおよび SFP を変更して
下さい。

●

/content/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/GE_Tx_Matrix.html


PING がはたらく場合、ローカルノードを、ローカルポート/コネクタ示し、ケーブルはよい
です。 エラーは 2 つのデバイス間のリモート エンドか相互運用性 の 問題で本当らしいです
。   同じテストをリモートデバイスでし、次に 2 つのデバイス間のあらゆる互換性の問題が
あるように確認するために Cisco TAC に連絡して下さい。

●

例を解決して下さい

例は ASR1000 ルータのイーサネット リンクのために引っ張られます。 ただし同じ概念は他の
Ciscoルータおよび L1 テクノロジーに使用することができます。

インターフェイス リンク パラメータはリンクの両端で一致する必要があります

GigabitEthernet0/0/0 は、行プロトコル稼働しています稼働しています
ハードウェアはです SPA-10X1GE-V2、アドレスです 0023.33ee.7c00 （BIA
0023.33ee.7c00）
MTU 1500 バイト、BW 1000000 Kbit/sec、DLY 10 usec、
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not supported
全二重は、1000Mbps、リンクタイプ オート、メディアタイプです LX です
出力フロー制御は、入力フロー制御消えています消えています
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
最後の入力 00:00:01 は、00:02:31 を、出力ハング決して出力しません
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/375/0/0 （サイズ/最大値/ドロップ/フラッシュ）; Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 （サイズ/最大値）
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
314 パケット入力、24637 バイト、0 バッファ無し
受け取った 0 はブロードキャストします（0 IP マルチキャスト）
0 でき損ない、0 ジャイアント、0 スロットル
0 入力エラーは、0 CRC、0 フレーム、0、無視される 0 オーバーランします
0 ウオッチドッグは、314 基の、0 一時停止入力マルチキャストしました
1 パケット出力、77 バイト、0 アンダーラン
0 出力エラーは、0 衝突、6 リセットをインターフェイスさせます
17 の未知のプロトコル ドロップ
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ローカルループバックのインターフェイスを設定して下さい

Router#show IP int Br | GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 192.0.0.1 YES 手動
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. Ctrlキーを押しながら Z キーを押して終了します
。
STLD1-630-03.04-ASR1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1
STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#loopback MAC
ループバックはトラフィックに影響を与える オペレーションです



IPv6 自己 PING はサポートされません
STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#
*Aug 29 17:12:21.259: %LINK-3-UPDOWN: インターフェイス GigabitEthernet0/0/1、への変
更された状態
*Aug 29 17:12:20.652: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: インターフェイス GigabitEthernet0/0/1、
への変更された状態
*Aug 29 17:12:22.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: インターフェイス GigabitEthernet0/0/1
の行プロトコル、への変更された状態
STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#
STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#end
Router#
*Aug 29 17:12:28.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#$g 構成 interface gigabitethernet 0/0/1
Building configuration...

現在の設定： 106 バイト
!
インターフェイス GigabitEthernet0/0/1
IP アドレス 192.0.0.1 255.255.255.0
ループバック MAC
negotiation auto
end

Router#ping 192.0.0.1
Type escape sequence to abort.
5 つを、100-byte ICMP エコーは 192.0.0.1 に送信 して、タイムアウト 2 秒です:
!!!!!
成功率は 100% （5/5）、ラウンド トリップ最小値/avg/最大値 = 1/1/1 ms です
Router#

VRF のポートおよびケーブルをテストして下さい

Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  Ctrlキーを押しながら Z キーを押して終了しま
す。
Router（config）#vrf 定義 RED
ルータ（構成 VRF） #address ファミリー ipv4
ルータ（構成 VRF af） #exit
ルータ（構成 VRF） #vrf 定義 BLU
ルータ（構成 VRF） #address ファミリー ipv4
ルータ（構成 VRF af） #exit
ルータ（構成 VRF） #end
*May 16 03:41:04.173: %SYS-5-CONFIG_I: consoleinter によってコンソールから設定される
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  Ctrlキーを押しながら Z キーを押して終了しま
す。
Router（config）#interface gigabitEthernet 0/0/3
RED を転送するルータ（config-if） #vrf
ルータ（config-if） # IP アドレス 1.1.1.1 255.255.255.252
ルータ（config-if） #cdp イネーブル
ルータ（config-if） #interface gigabitEthernet 0/0/2   



BLU を転送するルータ（config-if） #vrf
ルータ（config-if） # IP アドレス 1.1.1.2 255.255.255.252
ルータ（config-if） #cdp イネーブル
ルータ（config-if） #end
Router#
*May 16 03:42:02.070: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#ping VRF BLU 1.1.1.2
Type escape sequence to abort.
5 つを、100-byte ICMP エコーは 1.1.1.2 に送信 して、タイムアウト 2 秒です:
!!!!!
成功率は 100% （5/5）、ラウンド トリップ最小値/avg/最大値 = 1/1/1 ms です
Router#ping VRF BLU 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
。!!!!
成功率は 80% （4/5）、ラウンド トリップ最小値/avg/最大値 = 1/1/1 ms です
Router#ping VRF RED 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
成功率は 100% （5/5）、ラウンド トリップ最小値/avg/最大値 = 1/1/1 ms です
Router#ping VRF RED 1.1.1.2
Type escape sequence to abort.
5 つを、100-byte ICMP エコーは 1.1.1.2 に送信 して、タイムアウト 2 秒です:
!!!!!
成功率は 100% （5/5）、ラウンド トリップ最小値/avg/最大値 = 1/1/1 ms です
Router#
Router#$g 構成 interface gigabitethernet 0/0/2       
Building configuration...

現在の設定： 154 バイト
!
インターフェイス GigabitEthernet0/0/2
 0/0/3 にループする説明
 VRF 転送 BLU
 IP アドレス 1.1.1.2 255.255.255.252
 negotiation auto
 cdp enable
end

Router#$g 構成 interface gigabitethernet 0/0/3
Building configuration...

現在の設定： 153 バイト
!
インターフェイス GigabitEthernet0/0/3
 0/0/2 にループする説明
 VRF 転送 RED
 IP アドレス 1.1.1.1 255.255.255.252
 negotiation auto
 cdp enable
end



Router#
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