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第 1 章

最初にお読みください

Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報

Cisco IOS XEリリース 3.7.0E（Catalystスイッチング用）および Cisco IOS XEリリース 3.17S（ア
クセスおよびエッジルーティング用）の2つのリリースは、コンバージドリリースの1つのバー
ジョン -Cisco IOSXE16 -に統合されました。この1つのリリースでスイッチングおよびルーティ
ングポートフォリオのアクセスおよびエッジ製品を幅広くカバーしています。

技術構成ガイドの機能情報の表に、機能の導入時期を記載しています。他のプラットフォーム

がその機能をサポートした時期については、記載があるものも、ないものもあります。特定の

機能が、使用しているプラットフォームでサポートされているかどうかを判断するには、製品

のランディングページに掲載された技術構成ガイドを参照してください。技術構成ガイドが

製品のランディングページに表示されると、その機能が該当のプラットフォームでサポート

されているかどうかが示されます。

（注）

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
1



   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
2

最初にお読みください



第 2 章

MPLS トラフィックエンジニアリングおよ
び拡張機能

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリングソフトウェア
を使用すると、MPLSバックボーンによってレイヤ 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複製および拡張できます。MPLSは、レイヤ2テクノロ
ジーとレイヤ 3テクノロジーを統合したものです。従来のレイヤ 2機能をレイヤ 3で使用可能に
することで、MPLSはトラフィックエンジニアリングを可能にしています。したがって、1層の
ネットワーク内で、今までレイヤ 2ネットワークの上にレイヤ 3ネットワークを重ねることに
よって初めて実現できていた機能を提案できます。

• 機能情報の確認, 3 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の前提条件, 4 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の制約事項, 4 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能について, 5 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の設定方法, 17 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の設定例, 28 ページ

• その他の参考資料, 32 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の機能情報, 34 ページ

• 用語集, 35 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ
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ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の
前提条件

MPLSトラフィックエンジニアリングをイネーブルにするには、ネットワークで次の Cisco IOS
XE機能がサポートされている必要があります。

• Multiprotocol Label Switching：マルチプロトコルラベルスイッチング

• IPシスコエクスプレスフォワーディング

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF）

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の
制約事項

• MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSト
ラフィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくだ
さい。

• MPLSトラフィックエンジニアリングでは、ATMMPLS制御のサブインターフェイスはサ
ポートされていません。

• MPLSトラフィックエンジニアリング機能では、番号なし IPリンクを介したルーティング
およびシグナリングはサポートされていません。このため、このようなリンク上には、この

機能を設定しないでください。
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MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能に
ついて

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の概要
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリングソフトウェアを
使用すると、MPLSバックボーンによってレイヤ 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複製および拡張できます。MPLSは、レイヤ2テクノロジー
とレイヤ 3テクノロジーを統合したものです。従来のレイヤ 2機能をレイヤ 3で使用可能にする
ことで、MPLSはトラフィックエンジニアリングを可能にしています。したがって、レイヤ2ネッ
トワークの上にレイヤ 3ネットワークを重ねることによってのみ可能になる機能を、1層のネッ
トワーク内で実現できます。

トラフィックエンジニアリングは、サービスプロバイダーおよびインターネットサービスプロ

バイダー（ISP）のバックボーンに不可欠です。このようなバックボーンは、伝送容量の大量使用
をサポートしている必要があります。また、リンク障害やノード障害に耐えられるように、復元

力が非常に高いネットワークである必要があります。

MPLSトラフィックエンジニアリングによって、統合型のトラフィックエンジニアリングが可能
になります。MPLSを使用すると、レイヤ 3にトラフィックエンジニアリング機能が統合され、
バックボーンの容量とトポロジによる制約を前提に、IPトラフィックのルーティングが最適化さ
れます。

MPLSトラフィックエンジニアリングでは、次の機能がサポートされています。

•パケットを適切なトラフィックフローに自動的にマッピングするように、IS-ISや OSPFな
どの標準的な内部ゲートウェイプロトコル（IGP）を拡張します。

•トランスポートトラフィックはMPLS転送を使用してネットワーク全体に伝送されます。

•トラフィックフローに必要なリソースおよびネットワークで使用可能なリソースに基づい
て、ネットワーク上でのトラフィックフローのルートを決定します。

•「コンストレイントベースルーティング」を使用します。コンストレイントベースルーティ
ングでは、トラフィックフローのパスはそのフローのリソース要件（制約）を満たす最短パ

スになります。MPLSトラフィックエンジニアリングでは、トラフィックフローには、帯域
幅要件、メディア要件、プライオリティ（他のフローのプライオリティと比較）などがあり

ます。

•トポロジが変更されたことによって発生した新しい制約に対応することによって、リンク障
害またはノード障害から回復します。

•マルチホップラベルスイッチドパス（LSP）を通過するMPLS転送を使用して、パケット
を転送します。

•次のようなバックボーントポロジ全体でLSPのルーティングおよびシグナリング機能を使用
します。

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
5

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能
MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能について



そのバックボーントポロジと使用可能なリソースを認識している。•

•バックボーン上の LSPのルートを決定するとき、リンク帯域幅とトラフィックフロー
のサイズが考慮される。

•複数のプライマリパスがオフラインで事前に計算されている場合も、障害に対するバッ
クボーンの復元力を高めるダイナミック適応メカニズムが備えられている。

• IGP（IS-ISまたは OSPF）Shortest Path First（SPF）計算の拡張が備えられており、どの
トラフィックをどの LSPを介して送信するかが自動的に計算される。

MPLS トラフィックエンジニアリングの利点
WAN接続は、ISP予算において高価な項目です。トラフィックエンジニアリングにより、ISPは
ネットワークトラフィックをルーティングして、スループットと遅延の観点でユーザに最善の

サービスを提供できるようになります。トラフィックエンジニアリングでは、サービスプロバイ

ダーの効率を高めることによって、ネットワークのコストを削減します。

現在、一部の ISPは、オーバーレイモデルを基礎としてサービスを提供しています。オーバーレ
イモデルでは、送信施設はレイヤ 2スイッチングによって管理されます。ルータはフルメッシュ
の仮想トポロジだけを認識し、ほとんどの宛先が 1ホップ離れて出現します。明示的なレイヤ 2
転送レイヤを使用する場合、トラフィックが使用可能な帯域幅を使用する方法を正確に制御でき

ます。ただし、オーバーレイモデルには、数多くのデメリットがあります。MPLSトラフィック
エンジニアリングでは、個別のネットワークを稼働させることも、スケーラブルでない完全メッ

シュのルータ相互接続を使用することもなく、オーバーレイモデルのトラフィックエンジニアリ

ングの利点が得られます。

MPLS トラフィックエンジニアリングのしくみ
MPLSトラフィックエンジニアリングでは、RSVPを使用して、バックボーン上で LSPを自動的
に確立および維持します。LSPで使用されるパスは、LSPリソース要件とネットワークリソース
（帯域幅など）によって決まります。

使用可能なリソースは、リンクステートベースの IGPに対する拡張機能を使用してフラッディン
グされます。

トラフィックエンジニアリングトンネルは、必要なリソースと使用可能なリソースの調和に基づ

いて LSPヘッドで計算されます（コンストレイントベースルーティング）。IGPは、これらの
LSPにトラフィックを自動的にルーティングします。通常、MPLSトラフィックエンジニアリン
グバックボーンを通過するパケットは、入力ポイントと出力ポイントを接続する単一のLSP上を
伝送されます。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、次の Cisco IOS XEメカニズムに基づいて構築されてい
ます。

• IPトンネルインターフェイス
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レイヤ 2の観点では、MPLSトンネルインターフェイスは LSPのヘッドを表します。これは、帯
域幅要件、メディア要件、プライオリティなどの一連のリソース要件を使用して設定されます。

レイヤ 3の観点では、LSPトンネルインターフェイスはトンネル宛先への単一方向仮想リンクの
ヘッドエンドです。

• MPLSトラフィックエンジニアリングパス計算モジュール

この計算モジュールは LSPヘッドで動作します。このモジュールは、LSPで使用するパスを決定
します。パス計算では、フラッディングされたトポロジおよびリソース情報を含むリンクステー

トデータベースが使用されます。

•トラフィックエンジニアリング拡張を備えた RSVP

RSVPは各 LSPホップで動作し、計算されたパスに基づいて LSPのシグナリングおよび維持のた
めに使用されます。

• MPLSトラフィックエンジニアリングリンク管理モジュール

このモジュールは各 LSPホップで動作し、RSVPシグナリングメッセージに対するリンクコール
アドミッションを実行し、フラッディングされるトポロジおよびリソース情報のブックキーピン

グを行います。

•リンクステート IGP（トラフィックエンジニアリング拡張を備えた IS-ISまたは OSPF）

これらの IGPは、リンク管理モジュールからトポロジおよびリソース情報をグローバルにフラッ
ディングするために使用されます。

•リンクステート IGP（IS-ISまたは OSPF）で使用される SPF計算の拡張

IGPは、トンネル宛先に基づいて適切な LSPトンネルにトラフィックを自動的にルーティングし
ます。また、スタティックルートを使用して、LSPトンネルにトラフィックを誘導することもで
きます。

•ラベルスイッチングフォワーディング

この転送メカニズムは、レイヤ 2と類似の機能をルータに提供し、RSVPシグナリングによって
確立された LSPの複数のホップを経由してトラフィックを誘導できるようにします。

バックボーンのエンジニアリングを行う方法の 1つは、すべての入力デバイスからすべての出力
デバイスまでのトンネルのメッシュを定義することです。MPLSトラフィックエンジニアリング
パス計算モジュールおよびシグナリングモジュールは、これらのトンネルのLSPで使用されるパ
ス、リソースアベイラビリティの影響を受ける対象、およびネットワークのダイナミック状態を

判別します。入力デバイスで動作する IGPは、どの出力デバイスにどのトラフィックを送信する
かを判別し、入力から出力へのトンネルにそのトラフィックをステアリングします。

入力デバイスから出力デバイスへのフローが大きいため、単一のリンクに収まらず、単一のトン

ネルでは伝送できなくなる可能性があります。この場合、特定の入力および出力の間に複数のト

ンネルを設定し、それらの間でフローの負荷が共有されるようにすることができます。

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
7

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能
MPLS トラフィックエンジニアリングのしくみ



トンネルへのトラフィックのマッピング

ここでは、トラフィックがトンネルにマッピングされるしくみ、つまり従来のホップバイホップ

リンクステートルーティングプロトコルとMPLSトラフィックエンジニアリング機能の相互作
用について説明します。特に、Shortest Path First（SPF）アルゴリズム（ダイクストラアルゴリズ
ムと呼ばれることもある）がどのように拡張されたかについて説明します。この拡張によって、

リンクステート IGPがMPLSトラフィックエンジニアリングによって確立されるトンネルを介し
て、トラフィックを自動的に転送できるようになりました。

統合 IS-ISまたは OSPFなどのリンクステートプロトコルでは、SPFアルゴリズムを使用して、
ネットワーク内のヘッドエンドノードからすべてのノードへの最短パスツリーを計算します。

ルーティングテーブルは、この最短パスツリーを基に作成されます。ルーティングテーブルに

は、宛先と先頭ホップに関する情報のセットが順番に格納されています。ルータで通常のホップ

バイホップルーティングが実行されている場合、最初のホップはルータに接続された物理イン

ターフェイス上に存在します。

新しいトラフィックエンジニアリングアルゴリズムでは、ネットワーク内の 1つまたは複数の
ノードへの明示ルートを計算します。送信元ルータは、これらの明示ルートを論理インターフェ

イスとして認識します。このマニュアルの中では、これらの明示ルートは LSPによって表され、
トラフィックエンジニアリングトンネル（TEトンネル）と呼ばれます。

次の各項では、リンクステート IGPがこれらのショートカットをどのように使用し、これらのTE
トンネルを指すルートをルーティングテーブルにどのようにインストールするかについて説明し

ます。これらのトンネルでは、明示ルートが使用され、TEトンネルで使用されるパスは、トンネ
ルのヘッドエンドルータによって制御されます。エラーがない場合、TEトンネルはループしな
いことが保証されていますが、ルータ同士でTEトンネルの使用方法に同意する必要があります。
このようにしない場合、トラフィックは複数のトンネルでループする可能性があります。次の項

を参照してください。

SPF 計算の拡張
SPF計算の各段階で、ルータはネットワーク内の 1つのノードへのパスを検出します。

•そのノードが計算実行ルータに直接接続されている場合、先頭ホップ情報は隣接データベー
スから得られます。

•そのノードが計算実行ルータに直接接続されていない場合、ノードは先頭ホップ情報をその
ノードの親から継承します。各ノードには 1つまたは複数の親が存在します。また、各ノー
ドは 0以上のダウンストリームノードの親になります。

トラフィックエンジニアリングの目的で、各ルータでこのヘッドエンドルータを発信元とするす

べての TEトンネルのリストが維持されます。これらの各 TEトンネルでは、テールエンドのルー
タはヘッドエンドルータに認識されます。

SPFの計算時には、TENT（暫定）リストに最良パスの候補となるパスが格納され、PATHリスト
に確実に最良パスであるパスが格納されます。パスが最良パスであることがわかると、そのノー

ドは TENTから PATHに移動されます。したがって、PATHは、計算実行ルータからの最良パス
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が見つかったノードのセットです。各 PATHエントリは、ID、パスコスト、および転送方向で構
成されます。

ルータは先頭ホップ情報を特定する必要があります。このことは、次のようないくつかの方法で

実行できます。

• TEトンネルによって直接到達可能なテールエンドルータのリストを調べます。このノード
への TEトンネルが存在する場合は、その TEトンネルを先頭ホップとして使用します。

• TEトンネルが存在せず、ノードが直接接続されている場合は、隣接データベース内の先頭
ホップ情報を使用します。

•ノードが直接接続されておらず、TEトンネルによって直接到達できない場合は、先頭ホップ
情報を親ノードから新しいノードにコピーします。

この計算の結果として、TEトンネルのテールエンドノードへのトラフィックは TEトンネルを介
して伝送されます。テールエンドノードのダウンストリームノードへのトラフィックも TEトン
ネルを介して伝送されます。宛先ノード Xへのパス上にある別の中間ノードへの TEトンネルが
複数存在する場合は、ノード Xに最も近いテールエンドノードを使用する TEトンネルを介して
トラフィックが伝送されます。

SPF 計算の特殊なケースと例外
SPFアルゴリズムでは、宛先への等コストパラレルパスを検索します。上記の拡張でもこれは変
わりません。トラフィックは次のいずれかを介して転送できます。

• 1つまたは複数のネイティブ IPパス

• 1つまたは複数のトラフィックエンジニアリングトンネル

•ネイティブ IPパスとトラフィックエンジニアリングトンネルの組み合わせ

下の図に示すトポロジでは、特殊な状況が発生します。

図 1：ネイティブパスと TE トンネルを介したパスがパラレルに存在する場合のトポロジの例

パラレルなネイティブ IPパスと TEトンネルを介したパスを使用できる場合、次のように実装す
ることによって、トラフィックが TEトンネルだけ、またはネイティブ IPパスだけを介して伝送
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されるように強制できます。すべてのリンクのコストが同じであり、かつ、ルータ Aからルータ
Dまでの TEトンネルが設定されていると仮定します。

• SPF計算によってルータ Cが TENTリストに含められると、ルータ Cは直接接続されていな
いと認識されます。親であるルータ Bからの先頭ホップ情報が使用されます。

•ルータ Aでの SPF計算によってルータ Dが TENTリストに含められると、ルータ Dは TE
トンネルのテールエンドであると認識されます。したがって、ルータAは、ルータBではな
く、TEトンネル経由で、ルータ Dへのルートをインストールします。

•ルータ Aによってルータ Eが TENTリストに含められると、ルータ Eは直接接続されてお
らず、TEトンネルのテールエンドでないと認識されます。したがって、ルータAは親（ルー
タ Cおよびルータ D）の先頭ホップ情報をルータ Eの先頭ホップ情報にコピーします。

ルータ Eへのトラフィックは、次の経路でロードバランシングされるようになります。

•ルータ Aからルータ Bを経由してルータ Cまでのネイティブ IPパス

•ルータ Aからルータ Dまでの TEトンネル

設定済みのトンネルメトリックによる SPF 計算の追加拡張
トラフィックエンジニアリングトンネルがルータ情報ベース（RIB）に IGPルートをネクスト
ホップとしてインストールするとき、ルートの距離またはメトリックを計算する必要があります。

通常、メトリックは、TEトンネルが存在しないときのように、ネイティブ IPパス経由の IGPメ
トリックと同じにします。たとえば、ルータ Aは最短距離 20でルータ Cに到達できます。Xは
ルータCによって IGPでアドバタイズされたルートです。ルートXはルータAのRIBにメトリッ
ク 20でインストールされます。ルータ Aからルータ Cまでの TEトンネルがアップすると、デ
フォルトではメトリック 20でルートがインストールされますが、Xのネクストホップ情報は変わ
ります。

他の状況でも同じメトリックスキームが機能しますが、アプリケーションによっては、TEトン
ネルメトリックを変更すると役立つことがあります（たとえば、TEトンネルとネイティブ IPリ
ンクを介した等価コストパスが存在する場合）。TEトンネルメトリックを調整して、トラフィッ
クで TEトンネルを優先するか、ネイティブ IPパスを優先するか、またはこれらの間でロード
シェアリングを実行するように強制できます。

同じ宛先または異なる宛先への TEトンネルが複数存在すると仮定します。TEトンネルメトリッ
クでは、これらの宛先への IGP距離に関係なく、トラフィックで一部の TEトンネルを他のトン
ネルよりも優先するように強制できます。

TEトンネルにメトリックを設定しても、基本的なSPFアルゴリズムには影響を及ぼしません。こ
の設定は、次の 2つのことにだけ影響を及ぼします。

1 TEトンネルが宛先ルータへのネクストホップの 1つとしてインストールされるか。

2 RIBにインストールされるルートのメトリック値は何か。

次のいずれかの方法で、先頭ホップ情報を特定するためのメトリックを変更できます。
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•テールエンドルータへのTEトンネルのメトリックが他のTEトンネルまたはネイティブホッ
プバイホップ IGPパスのメトリックよりも大きい場合、このトンネルはネクストホップとし
てインストールされません。

• TEトンネルのメトリックが他の TEトンネルまたはネイティブホップバイホップ IGPパス
のいずれかのメトリックと等しい場合、このトンネルは既存のネクストホップに追加されま

す。

• TEトンネルのメトリックが他の TEトンネルまたはネイティブホップバイホップ IGPパス
のメトリックよりも小さい場合、それらの代わりにこのトンネルが唯一のネクストホップと

して使用されます。

上記の各状況では、IGPは、テールエンドルータとそのダウンストリームルータに関連付けられ
ているルートにメトリックを割り当てます。

TEトンネルを通過するトラフィックは基本的にソースルーティングされるため、SPF計算はルー
プフリーです。TEトンネルメトリック調整の最終結果は、トラフィックロードシェアリングの
制御です。1つの TEトンネルを介して宛先に到達する経路が 1つだけの場合、メトリックが割り
当てられているかどうかに関係なく、トラフィックの伝送経路は 1つだけです。

TEトンネルのメトリックは次の 2つの方法で表すことができます。1つ目は絶対（固定）メト
リックとして、2つ目は相対（フローティング）メトリックとして表す方法です。

絶対メトリックを使用する場合、メトリックが割り当てられているルートは固定されます。この

メトリックは、TEトンネルテールエンドルータに対してソースルーティングされるルート用と
してだけでなく、このTEトンネルをネクストホップの1つとして使用するこのテールエンドルー
タの各ルートダウンストリーム用としても使用されます。

たとえば、リモートの Point of Presence（POP）にある 2つのコアルータへの TEトンネルが存在
し、これらのいずれかに絶対メトリック 1が割り当てられている場合、その POPに伝送されるす
べてのトラフィックがこの低メトリック TEトンネルを通過します。

相対メトリックを使用する場合、ルートに実際に割り当てられるメトリック値は IGPメトリック
に基づきます。この相対メトリックは正または負のいずれにもでき、最小許容メトリック値と最

大許容メトリック値の範囲内にあります。たとえば、次の図に示すトポロジを想定します。

図 2：トラフィックエンジニアリングトンネルが存在しないトポロジ

TEトンネルが存在しない場合、ルータ Aはルート x、y、および zをインストールし、それぞれ
メトリック 20、30、および 40を割り当てます。ルータ Aにルータ Cへの TEトンネル T1がある
と仮定します。トンネル T1で相対メトリック -5が使用されている場合、ルータ x、y、および z
に関してインストールされるメトリックはそれぞれ 15、25、および 35になります。トンネル T1
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で絶対メトリック 5が使用されている場合、ルータAのRIBにインストールされるルート x、y、
および zのメトリックはすべて 5になります。TEトンネルにメトリックを割り当てないケースは
特殊で、相対メトリックスキームが使用され、メトリックは 0になります。

新しいテクノロジーへの IS-IS ネットワークの移行
RFC 1142で規定されている IS-ISには、MPLSトラフィックエンジニアリングおよび他の目的の
ための拡張が含まれています。IS-IS上でMPLSトラフィックエンジニアリングを実行したり、
これらの他の拡張を利用したりするには、この新しいテクノロジーに IS-ISネットワークを移行す
る必要があります。ここでは、これらの拡張について説明し、既存の IS-ISネットワークを標準的
な ISO 10589プロトコルから RFC 1142で規定されている IS-ISのバージョンに移行する 2つの方
法を示します。既存の IS-ISネットワーク上でMPLSトラフィックエンジニアリングを実行する
には、RFC 1142で規定されている IS-ISのバージョンへの移行が必要です。ただし、OSPF上で
MPLSトラフィックエンジニアリングを実行する場合は、同様のネットワークの移行は不要です。

IS-IS ルーティングプロトコルの拡張
IS-ISルーティングプロトコルの拡張は、次の目的に使用できます。

•リンクメトリックの 6ビット制限を削除します。

•エリア間 IPルートを許可します。

• IS-ISでトラフィックエンジニアリング用に異なる種類の情報を伝送できるようにします。
今後、さらに拡張が必要になる場合があります。

これらの目的に役立つように、次の 2つの新しいタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトが定義
されています。

• TLV22はリンク（厳密には隣接）を表します。これは、ISO10589（TLV2）の「ISネイバー
オプション」と同じ目的に役立ちます。

• TLV 135は到達可能な IPプレフィックスを表します。これは、RFC 1195（TLV 128および
130）の IPネイバーオプションに似ています。

これら 2つの TLV（22および 135）は簡略化して「新スタイルの TLV」と呼ばれます。TLV
2、128、および 130は「旧スタイルの TLV」と呼ばれます。

（注）

新しい TLVには両方とも固定長部分があり、それに任意のサブ TLVが続きます。これらの新し
い TLVのメトリック領域は 6ビットから 24または 32ビットに拡張されています。サブ TLVで
は、リンクおよびプレフィックスに新しいプロパティを追加できます。トラフィックエンジニア

リングは、この機能を使用してリンクに新しいプロパティを追加できる最初のテクノロジーです。
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理論および実践での新旧 TLV の問題
リンクステートルーティングプロトコルによって、ループフリーのルートが計算されます。すべ

てのルータがリンクステートデータベース（LSPDB）内の同じ情報に基づいてそれぞれのルー
ティングテーブルを計算することによって、このことが保証されます。

一部のルータが旧スタイルの TLVを参照し、一部のルータが新スタイルの TLVを参照する場合
に、問題が発生します。これは、ルータがそれぞれの SPF計算で基準とする情報が異なることが
あるためです。これにより、ルーティングループが発生する場合があります。

旧スタイルの TLVから新スタイルの TLVに移行する方法としては、「メンテナンス実行日」を
設定して移行を実施するのが最も簡単です。「メンテナンス実行日」には短時間ですべてのルー

タを再設定する必要があります。その間はサービスが中断されます。「メンテナンス実行日」を

設定する余裕がない場合、ネットワーク管理者は現在運用中の既存のネットワークに対して実行

可能なソリューションを見つける必要があります。

ネットワーク管理者は、TLVに関連して次の問題を抱えています。

•一部のルータが新スタイルのTLVをアドバタイズおよび使用し、同時に他のルータが旧スタ
イルの TLVだけをアドバタイズおよび使用できる IS-ISネットワークを実行する必要があり
ます。

•既存のネットワーク内の限られた数のルータを使用して、新しいトラフィックエンジニアリ
ングソフトウェアをテストする必要があります。テストを開始する前に、本稼働ネットワー

ク内またはテストネットワーク内のすべてのルータをアップグレードすることはできませ

ん。

新しい拡張を使用すると、ネットワーク管理者は 1つのエリアで旧スタイルの TLVを使用し、別
のエリアで新スタイルのTLVを使用できます。ただし、このことは、単一のエリアでネットワー
クを実行する必要がある管理者に適したソリューションとなりません。

次の各項では、ネットワーク管理者の問題に対する 2つのソリューションについて説明します。

IS-IS ネットワークを新しいテクノロジーに移行するための 1 つめのソ
リューション

旧スタイルの TLVを新スタイルの TLVに移行する場合、同じ情報を 2回（旧スタイルの TLVで
1回と新スタイルの TLVで 1回）アドバタイズできます。これにより、すべてのルータでアドバ
タイズ内容が認識されます。

このアプローチを使用した場合、次の 3つのデメリットがあります。

• LSPのサイズ：移行中、LSPは元のサイズの約 2倍に増大します。このことは、大規模な
LSPDBを使用するネットワークで問題になる場合があります。LSPDBは、次のような理由
で大きくなります。

•数多くのルータが存在し、そのため、数多くの LSPが存在する。

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
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•ルータごとに、数多くのネイバーまたは IPプレフィックスが存在する。多くの情報を
アドバタイズするルータにより、LSPがフラグメント化されます。

•予測不可能な結果：大規模なネットワークでは、このソリューションによって予測不可能な
結果が生じることがあります。大規模なネットワークを移行する場合、LSPフラッディング
およびSPFスケーリングに関する制限が強制されます。移行中は、次のような状況になりま
す。

•ネットワークが不安定になる何らかの特別な状況が発生することがある。このとき、実
装がどの程度状況に対応できるかをテストすることが目的ではありません。

•トラフィックエンジニアリング拡張機能によって、LSPが頻繁に再フラッディングされ
るようになる可能性がある。

•あいまいさ：ルータが旧スタイルの TLVと新スタイルの TLVで異なる情報を検出すると、
ルータでどのような処理を実行するかが不明確になる可能性があります。

このような問題の大部分は、次の項目を使用して簡単に解決できます。

• LSP内の旧スタイルの TLVと新スタイルの TLVのすべての情報

•最も小さいリンクメトリックを持つ隣接（隣接が複数回アドバタイズされる場合）

同じ情報を 2回アドバタイズする主な利点として、新スタイルの TLVがネットワーク内のすべて
のルータによって認識される前に、ネットワーク管理者が新スタイルのTLVを使用できることを
挙げることができます。

1 つめのソリューションでの移行アクション
旧スタイルの TLVを使用する IS-ISを新スタイルの TLVに移行する場合は、次のアクションを実
行できます。

•すべてのルータが古いソフトウェアを実行している場合、旧スタイルのTLVだけをアドバタ
イズおよび使用します。

•一部のルータを新しいソフトウェアにアップグレードします。

•旧スタイルのTLVと新スタイルのTLVの両方をアドバタイズするように、新しいソフトウェ
アを使用する一部のルータを設定します。これらのルータでは、両方のスタイルのTLVを受
け入れます。旧スタイルのTLVだけを引き続きアドバタイズおよび使用するように、（古い
ソフトウェアを使用する）他のルータを設定します。

•ネットワークの各部でトラフィックエンジニアリングをテストします。ただし、新スタイル
の TLVはまだ使用できません。

•ネットワーク全体を移行する必要がある場合は、両方のスタイルのTLVをアドバタイズして
受け入れるように、残りのすべてのルータをアップグレードおよび設定します。

•新しいスタイルのTLVだけをアドバタイズして受け入れるように、すべてのルータを設定し
ます。
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• 63よりも大きいメトリックを設定します。

これらのアクションの実行方法の詳細については、「TLVコンフィギュレーションコマンド」を
参照してください。

IS-IS ネットワークを新しいテクノロジーに移行するための 2 つめのソ
リューション

ルータは同時に 1つのスタイルの TLVだけをアドバタイズしますが、移行時には両方のスタイル
の TLVを認識できます。このアプローチには、主に次の 2つの利点があります。

• LSPは、移行時にほぼ同じサイズになります。

• 1つの LSP内で同じ情報が 2回アドバタイズされると、あいまいさがなくなります。

この方法は、より広いメトリックを使用する（つまり、IS-ISを実行しているルータで新スタイル
のTLVだけを生成して受け入れるようにする）ように、ネットワーク全体（またはエリア全体）
を移行する場合に役立ちます。詳細については、metric-stylewideコマンドを参照してください。

この方法のデメリットとして、いずれかのルータが新スタイルのTLVのアドバタイズを開始する
には、すべてのルータが新スタイルのTLVを認識している必要があることを挙げることができま
す。この方法は、2つめの問題、つまり、ネットワーク管理者がトラフィックエンジニアリング
用に新スタイルの TLVを使用し、一部のルータが旧スタイルの TLVだけを認識できる場合の問
題の解決には役立ちません。

2 つめのソリューションでの移行アクション
2つめのソリューションを使用する場合は、次のアクションを実行できます。

•すべてのルータが古いソフトウェアを実行している場合、旧スタイルのTLVだけをアドバタ
イズおよび使用します。

•すべてのルータを新しいソフトウェアにアップグレードします。

•旧スタイルの TLVをアドバタイズするが、両方のスタイルの TLVを受け入れるように、す
べてのルータを 1つずつ設定します。

•新スタイルの TLVをアドバタイズするが、両方のスタイルの TLVを受け入れるように、す
べてのルータを 1つずつ設定します。

•新スタイルのTLVだけをアドバタイズして受け入れるように、すべてのルータを 1つずつ設
定します。

• 63よりも大きいメトリックを設定します。
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TLV コンフィギュレーションコマンド
Cisco IOS XEには、metric-styleという router isisコマンドラインインターフェイス（CLI）コマ
ンドが用意されています。ルータが IS-ISコンフィギュレーションモードになると、次のコマン
ドを選択できます。

• metric-style narrow：ルータが旧スタイルの TLVだけを生成して受け入れるようにします。

• metric-style transition：ルータが旧スタイルの TLVと新スタイルの TLVの両方を生成して受
け入れるようにします。

• metric-style wide：ルータが新スタイルの TLVだけを生成して受け入れるようにします。

metric-styleコマンドを使用して設定する場合、次の 2つの移行スキームのいずれかを使用できま
す。

• narrow > transition > wide

• narrow > narrow transition > wide transition > wide

Cisco IOS XE ソフトウェアでの実装
Cisco IOS XEでは両方の移行ソリューションを使用できます。それぞれの環境に適したソリュー
ションを選択してください。テストネットワークには 1つめのソリューションが適しています
（IS-ISネットワークを新しいテクノロジーに移行するための 1つめのソリューション, （13ペー
ジ）を参照）。どちらのソリューションでも完全移行を行えますが、手順と設定は 1つめのソ
リューションのほうが簡単です。移行中にLSPDBのサイズが急激に増加する恐れがある大規模な
ネットワークでは、2つめのソリューションを使用してください（IS-ISネットワークを新しいテ
クノロジーに移行するための 2つめのソリューション, （15ページ）を参照）。
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MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の
設定方法

トンネルをサポートするためのデバイスの設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip cef
4. mpls traffic-eng tunnels
5. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

標準的なシスコエクスプレスフォワーディング動作を

イネーブルにします。

ip cef

例：

Router(config)# ip cef

ステップ 3   

デバイスでMPLSトラフィックエンジニアリングトン
ネル機能をイネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 4   
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17

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能
MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の設定方法



目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 5   

RSVP ベースのトンネルシグナリングおよび IGP フラッディングをサ
ポートするためのインターフェイスの設定

トンネル機能は、MPLSトラフィックエンジニアリングをサポートするようにするインター
フェイスでイネーブルにする必要があります。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type slot/subslot/port[.subinterface-number]
4. mpls traffic-eng tunnels
5. ip rsvp bandwidth bandwidth
6. exit
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface type
slot/subslot/port[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface serial 1/0/0

ステップ 3   

インターフェイスでMPLSトラフィックエンジニアリン
グトンネルをイネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config-if)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 4   

インターフェイスで IP用のRSVPをイネーブルにし、予
約する帯域幅の量を指定します。

ip rsvp bandwidth bandwidth

例：

Router(config-if)# ip rsvp bandwidth
1000

ステップ 5   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 6   

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

MPLS トラフィックエンジニアリング用の IS-IS の設定
MPLSトラフィックエンジニアリング用に IS-ISを設定するには、次の手順を実行します。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）
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手順の概要

1. Router(config)# router isis
2. Router(config-router)#mpls traffic-eng level-1
3. Router(config-router)#mpls traffic-eng level-2
4. Router(config-router)#mpls traffic-eng router-id loopback 0
5. Router(config-router)#metric-style wide

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IS-ISルーティングプロトコルをイネーブルにし、IPに IS-IS
プロセスを指定します。ルータがコンフィギュレーション

モードになります。

Router(config)# router isisステップ 1   

IS-ISレベル 1でMPLSトラフィックエンジニアリングをオ
ンにします。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
level-1

ステップ 2   

IS-ISレベル 2でMPLSトラフィックエンジニアリングをオ
ンにします。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
level-2

ステップ 3   

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、

インターフェイス loopback0に関連付けられている IPアドレ
スになるように指定します。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
router-id loopback 0

ステップ 4   

新スタイルのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトだけを
生成して受け入れるようにルータを設定します。

Router(config-router)#metric-style wideステップ 5   

MPLS トラフィックエンジニアリング用の OSPF の設定

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router ospf process-id
4. mpls traffic-eng area number
5. mpls traffic-eng router-id loopback0
6. exit
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IP用の OSPFルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

Router(config)# router ospf 200

ステップ 3   

• process-idは、OSPFルーティングプロセスの内部で使
用される識別パラメータです。ローカルで割り当てら

れ、任意の正の整数を使用できます。OSPFルーティン
グプロセスごとに固有の値を割り当てます。

指定された OSPFエリアに対してMPLSトラフィックエン
ジニアリングをオンにします。

mpls traffic-eng area number

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 0

ステップ 4   

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、

インターフェイス loopback0に関連付けられている IPアド
レスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id loopback0

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-router)# exit

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定
このトンネルには 2つのパス設定オプションがあります。2つのパスとは、優先的な明示パスと
バックアップダイナミックパスです。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {name path-name | identifier

path-number}} [lockdown]
9. exit
10. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface
Tunnel0

ステップ 3   

• number引数はトンネルのポート番号です。

明示的なIPアドレスをインターフェイスに割り当てずにインターフェ
イス上の IP処理をイネーブルにします。

ip unnumbered type number

例：

Router(config-if)# ip
unnumbered loopback0

ステップ 4   

• type引数および number引数では、ルータに IPアドレスが割り
当てられている別のインターフェイスのタイプと番号を指定し

ます。番号付けされていない別のインターフェイスは指定でき

ません。

• MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルインターフェイ
スは単一方向リンクを表すため、番号なしにする必要がありま

す。

トンネルインターフェイスの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 192.168.4.4

ステップ 5   

• ip-address引数では、宛先デバイスのMPLSトラフィックエン
ジニアリングルータ IDを指定する必要があります。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエンジニアリング
に設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode
mpls traffic-eng

ステップ 6   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルの帯域幅を設定しま
す。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth
bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 250

ステップ 7   

• bandwidth引数は、MPLSトラフィックエンジニアリングトン
ネルで確保する kbps単位の数値です。範囲は 1～ 4294967295
です。
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目的コマンドまたはアクション

トンネルに自動帯域幅が設定されている場合は、tunnel
mpls traffic-eng bandwidthコマンドを使用して、トンネル
の初期帯域幅を設定します。この初期帯域幅は、自動帯域

幅メカニズムによって調整されます。

（注）

指定した IP明示パス、またはトラフィックエンジニアリングトポロ
ジデータベースからダイナミックに計算されたパスを使用するよう

に、トンネルを設定します。

tunnelmpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit {name
path-name | identifier path-number}}
[lockdown]

ステップ 8   

• number引数は、このパスオプションの優先度です。複数のパス
オプションを設定する場合、より低い数値のオプションが優先

されます。有効値は 1～ 1000です。
例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng path-option 10
explicit identifier 321 • dynamicキーワードは、ラベルスイッチドパス（LSP）のパス

をダイナミックに計算する場合に指定します。

• explicitキーワードは、LSPのパスが IP明示パスの場合に指定
します。

• name path-nameのキーワードと引数のペアは、トンネルがこの
オプションで使用する IP明示パスのパス名です。

• identifierpath-numberのキーワードと引数のペアは、トンネルが
このオプションで使用する IP明示パスのパス番号です。有効な
範囲は 1～ 65535です。

• lockdownキーワードは、LSPを再最適化できないようにする場
合に指定します。

明示パスが現在使用可能でない場合は、ダイナミックパス

が使用されます。

（注）

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、グロー

バルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 10   
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デフォルトの手順

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {name path-name} | identifier

path-number} [lockdown]
9. exit
10. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel10

ステップ 3   

トンネルインターフェイスに IPアドレスを割り当てま
す。

ip unnumbered type number

例：

Router(config-if)# ip unnumbered
loopback 0

ステップ 4   

• MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルイン
ターフェイスは単一方向リンクを表すため、番号な

しにする必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

トンネルの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel destination
10.20.1.1

ステップ 5   

• ip-addressキーワードは、ホスト宛先の IPアドレス
（ドット付き 10進表記）です。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエンジ
ニアリングに設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルの帯域幅
を設定します。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth
bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 1000

ステップ 7   

指定した IP明示パス、またはトラフィックエンジニアリ
ングトポロジデータベースからダイナミックに計算され

たパスを使用するように、トンネルを設定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option number
{dynamic | explicit {name path-name} |
identifier path-number} [lockdown]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

ステップ 8   

•明示パスが現在使用可能でない場合は、ダイナミッ
クパスが使用されます。

traffic-eng path-option 1 explicit
identifier 1

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 9   

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 10   
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IGP で使用できる MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設
定

このトンネルには 2つのパス設定オプションがあります。2つのパスとは、優先的な明示パスと
バックアップダイナミックパスです。

デフォルトの手順

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
5. exit
6. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel1

ステップ 3   

IGPでの拡張 SPF計算でトンネルが使用されるようにし
ます。

tunnel mpls traffic-eng autoroute
announce

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng autoroute announce

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 5   

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 6   

MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の
設定例

下の図は、MPLSトポロジの例を示しています。この例では、ポイントツーポイントの発信イン
ターフェイスを指定しています。次の各項では、MPLSトラフィックエンジニアリング、および
図 3に示す基本的なトンネル設定を実装するときに入力するコンフィギュレーションコマンドの
例を示します。

図 3：MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定例

例：IS-IS を使用した MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
次に、MPLSトラフィックエンジニアリングを設定し、IS-ISルーティングをイネーブルにすると
きに入力するコマンドの例を示します（上の図を参照）。
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ネットワークのトラフィックエンジニアリング対象部分にあるすべてのルータで次のコマン

ドを入力する必要があります。

（注）

ルータ 1：MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
MPLSトラフィックエンジニアリングを設定するには、次のコマンドを入力します。

ip cef
mpls traffic-eng tunnels
interface loopback 0
ip address 10.0.0.0 255.255.255.254
ip router isis
interface s1/0/0
ip address 209.165.200.1 255.255.0.0
ip router isis
mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth 1000

ルータ 1：IS-IS の設定
IS-ISルーティングをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。

router isis
network 47.0000.0011.0011.00
is-type level-1
metric-style wide
mpls traffic-eng router-id loopback0
mpls traffic-eng level-1

例：OSPF を使用した MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
次に、MPLSトラフィックエンジニアリングを設定し、OSPFルーティングをイネーブルにする
ときに入力するコマンドの例を示します（上の図を参照）。

ネットワークのトラフィックエンジニアリング対象部分にあるすべてのルータで次のコマン

ドを入力する必要があります。

（注）

ルータ 1：MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
MPLSトラフィックエンジニアリングを設定するには、次のコマンドを入力します。

ip cef
mpls traffic-eng tunnels
interface loopback 0
ip address 209.165.200.225 255.255.255.255
interface s1/0/0
ip address 209.165.200.1 255.255.0.0
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mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth 1000

ルータ 1：OSPF の設定
OSPFをイネーブルにするには、次のコマンドを入力します。

router ospf 0
network 209.165.200.0.0.0.255.255 area 0
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 0

例：MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定
次に、ダイナミックパストンネルとそのトンネルの明示パスを設定する例を示します。MPLSト
ラフィックエンジニアリングトンネルを設定する前に、指定のルータ（この場合、ルータ 1）で
適切なグローバルコマンドおよびインターフェイスコマンドを入力する必要があります。

ルータ 1：ダイナミックパストンネルの設定
ここでは、ダイナミックパスを使用するようにトンネルを設定しています。

interface tunnel1
ip unnumbered loopback 0
tunnel destination 209.165.200.228
tunnel mode mpls traffic-eng

tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

ルータ 1：ダイナミックパストンネルの確認
ここでは、トンネルがアップしていることを確認するときに使用するコマンドを示します。

show mpls traffic-eng tunnels
show ip interface tunnel1

ルータ 1：明示パスの設定
ここでは、明示パスを設定しています。

ip explicit-path identifier 1
next-address 209.165.200.1
next-address 172.16.0.1
next-address 192.168.0.1
next-address 10.0.0.1
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ルータ 1：明示パストンネルの設定
ここでは、明示パスを使用するようにトンネルを設定しています。

interface tunnel2
ip unnumbered loopback 0
tunnel destination 209.165.200.228
tunnel mode mpls traffic-eng

tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 1

ルータ 1：明示パストンネルの確認
ここでは、トンネルがアップしていることを確認するときに使用するコマンドを示します。

show mpls traffic-eng tunnels
show ip interface tunnel2

例：トンネル経由の拡張 SPF ルーティングの設定
ここでは、IGPでの拡張 SPF計算でトンネルが考慮されるようにして、適切なネットワークプレ
フィックスに対するトンネル経由のルートをインストールするコマンドを示します。

ルータ 1：IGP 拡張 SPF による考慮の設定
ここでは、IGPが拡張Shortest PathFirst（SPF）計算でトンネル（トンネルがアップしている場合）
を使用するように指定しています。

interface tunnel1
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce

ルータ 1：ルートおよびトラフィックの確認
ここでは、トンネルがアップしていること、およびトラフィックがトンネルを介してルーティン

グされていることを確認するときに使用するコマンドを示します。

show traffic-eng tunnels tunnel1 brief
show ip route 209.165.200.228
show mpls traffic-eng autoroute
ping 209.165.200.228
show interface tunnel1 accounting
show interface s1/0/0 accounting
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS XE IP Routing Protocols Configuration
Guide』

Integrated IS-ISの設定

『Cisco IOS IP Routing Protocols Command
Reference』

IS-ISコマンド

『Cisco IOS XE IP Routing Protocols Configuration
Guide』

OSPFの設定

『Cisco IOS IP Routing Protocols Command
Reference』

OSPFコマンド

『Cisco IOS XE Multiprotocol Label Switching
Configuration Guide』

マルチプロトコルラベルスイッチングの設定

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLS TEコマンド

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

RSVPコマンド

標準

タイトル規格

--なし
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

なし

RFC

タイトルRFC

『IS-IS』1142

『Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual
Environments』

1195

『Resource ReSerVation Protocol (RSVP)』2205

『OSPF Version 2』2328

『The OSPF Opaque LSA Option』2370

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。
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MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の
機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：MPLS トラフィックエンジニアリングおよび拡張機能の機能情報

機能情報リリース機能名

マルチプロトコルラベルス

イッチング（MPLS）トラ
フィックエンジニアリングソ

フトウェアを使用すると、

MPLSバックボーンによってレ
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複

製および拡張できます。MPLS
は、レイヤ2テクノロジーとレ
イヤ3テクノロジーを統合した
ものです。従来のレイヤ2機能
をレイヤ3で使用可能にするこ
とで、MPLSはトラフィックエ
ンジニアリングを可能にしてい

ます。したがって、1層のネッ
トワーク内で、今までレイヤ 2
ネットワークの上にレイヤ 3
ネットワークを重ねることに

よって初めて実現できていた機

能を提案できます。

Cisco IOS XE Release 2.3では、
Cisco ASR 1000シリーズ
Aggregation Services Routerにこ
の機能が実装されました。

Cisco IOS XE Release 2.3MPLSトラフィックエンジニア
リングおよび拡張機能
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機能情報リリース機能名

次のコマンドが追加または変更

されました。ip explicit-path、
metric-style narrow、
metric-style transition、
metric-style wide、mpls
traffic-eng、mpls traffic-eng
area、mpls traffic-eng
router-id、mpls traffic-eng
tunnels（コンフィギュレーショ
ン）、mpls traffic-eng tunnels
（インターフェイス）、show
mpls traffic-eng autoroute、
show mpls traffic-eng tunnels、
tunnel mode mpls traffic-eng、
tunnel mode mpls traffic-eng
autoroute announce、tunnel
mpls traffic-eng bandwidth、
tunnel mpls traffic-eng
path-option、tunnel mpls
traffic-eng priority

用語集
アフィニティ：MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルが通過するリンクの属性に関する
トンネルの要件。トンネルのアフィニティビットとアフィニティマスクビットは、トンネルを

保持するさまざまなリンクの属性ビットと一致する必要があります。

コールアドミッションプレシデンス：高プライオリティのMPLSトラフィックエンジニアリン
グトンネルは、必要に応じて、低プライオリティのMPLSトラフィックエンジニアリングトン
ネルをプリエンプトする。ルーティングが困難なトンネルは、高プライオリティであり、ルーティ

ングが容易なトンネルをプリエンプトできるものと想定されます。この想定は、低プライオリティ

のトンネルが別のパスを見つけられるようになるというものです。

コンストレイントベースルーティング：単に最短パスを使用するのではなく、リソース要件とリ

ソースアベイラビリティを考慮してバックボーン上のルートを決定する手順およびプロトコル。

フロー：Point of Presence（POP）と呼ばれるポイントでバックボーンに入り、別のポイントから
出ていくトラフィック負荷。バックボーン全体でトラフィックエンジニアリングする必要があり

ます。トラフィック負荷は、入口 POPから出口 POPまでの 1つまたは複数の LSPトンネルを介
して伝送されます。

ヘッドエンド：トンネルのアップストリーム（送信側）エンド。
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IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報の交換に使用されるインターネットプロトコルです。一般的な IGPの例として、IGRP、
OSPF、および RIPがあります。

IP明示パス：IPアドレスのリスト。それぞれの IPアドレスは明示パス内のノードまたはリンク
を表します。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。このOSIリンクステート階層型ルーティングプ
ロトコルでは、Intermediate System（IS）ルータを呼び出して、単一のメトリックに基づいてルー
ティング情報を交換することにより、ネットワークトポロジを決定します。

ラベルスイッチドパス（LSP）：一連のホップ（R0...Rn）。パケットはラベルスイッチングメ
カニズムを使用して R0から Rnまで伝送されます。ラベルスイッチドパスは通常のルーティン
グメカニズムに基づいてダイナミックに選択されるか、または設定によって選択されます。

ラベルスイッチドパス（LSP）トンネル：パケットの伝送にラベルスイッチングが使用される、
2台のルータ間に設定された接続。

ラベルスイッチングルータ（LSR）：パケットにカプセル化されたラベルの値に基づいてパケッ
トを転送するレイヤ 3ルータ。

LCAC：Link-level（per-hop）Call Admission Control（リンクレベル（ホップ単位）のコールアド
ミッション制御）。

LSA：Link-StateAdvertisement（リンクステートアドバタイズメント）。フラッディングされたパ
ケットであり、OSPFで使用されます。このパケットには、ネイバーおよびパスコストに関する
情報が含まれます。IS-ISでは、受信側ルータは LSAを使用してルーティングテーブルを維持し
ます。

LSP：「ラベルスイッチドパス」を参照。

OSPFプロトコル：Open Shortest Path First。IPのルーティングに使用されるリンクステートルー
ティングプロトコルです。

再最適化：指定された制約を前提として、使用するトンネルに最も適したパスについて再評価す

ること。

RSVP：Resource Reservation Protocol（リソース予約プロトコル）。ネットワークリソースを予約
するためのプロトコル。これにより、アプリケーションフローに対して Quality of Serviceが保証
されます。

テールエンド：トンネルのダウンストリーム受信エンド。

トラフィックエンジニアリング：ネットワーク上で、標準的なルーティング方法が使用された場

合に選択されるパスとは異なるパスを経由してトラフィックがルーティングされるようにする技

術やプロセス。
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第 3 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - トン
ネルの設定可能パス計算メトリック

MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネルの設定可能パス計算メトリック機能を使用する
と、トラフィックエンジニアリング（TE）トンネルのパス計算で使用されるメトリックをトン
ネル単位で制御できます。特定のトンネルを使用して低遅延が要求される音声トラフィックを伝

送し、他のトンネルを使用してデータを伝送します。TEリンクメトリックを使用すると、リン
ク遅延を表し、パス計算用に音声トラフィック伝送トンネルを設定し、パス計算に InteriorGateway
Protocol（IGP）メトリックを使用するようにデータ伝送トンネルを設定できます。

• 機能情報の確認, 37 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの前提
条件, 38 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの制約
事項, 38 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックについ
て, 39 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの設定
方法, 40 ページ

• トンネルのパス計算メトリックの設定例, 51 ページ

• その他の参考資料, 54 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの機能
情報, 56 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
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プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックの前提条件

トンネルパス計算のメトリックを設定する前に、ネットワークで次のCisco IOS XE機能がサポー
トされている必要があります。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリングトンネル

• IPシスコエクスプレスフォワーディング

• Open Shortest Path First（OSPF）または Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックの制約事項

•明示的に設定しないかぎり、特定のリンクの TEリンクメトリックは IGPリンクメトリック
になります。TEリンクメトリックを使用してコスト/距離以外のリンクプロパティを表す場
合、mpls traffic-eng administrative-weightコマンドを使用して、TEトンネルに使用できるす
べてのネットワークリンクに対して、そのプロパティを表す TEリンクメトリックを設定す
る必要があります。このようにしない場合は、トンネルによって予期しないパスが使用され

ることがあります。

• MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSト
ラフィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくだ
さい。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックについて

概要

ネットワークでMPLSTEが設定されると、すべてのリンクに関して 2種類のメトリック（通常の
IGP（OSPFまたは IS-IS）リンクメトリックと TEリンクメトリック）が IGPによりフラッディ
ングされます。IGPは、通常宛先ネットワークのルートを計算するときと同じ方法で、IGPリン
クメトリックを使用します。

次のいずれかのメトリックに基づいて各トンネルのパス計算を行うように指定することができま

す。

• IGPリンクメトリック。

• TEリンクメトリック。特定のアプリケーションのニーズを表すように設定できます。たと
えば、TEリンクメトリックは、リンク伝搬遅延を表すように設定できます。

利点

TEトンネルを使用して 2つのタイプのトラフィックを伝送する場合、トンネルの設定可能パス計
算メトリック機能を使用して、各タイプのトラフィックの要件に合わせてトンネルのパス選択を

調整できます。

たとえば、（低遅延が要求される）音声トラフィックの伝送に特定のトンネルを使用し、データ

の伝送には他のトンネルを使用するとします。この状況では、TEリンクメトリックを使用して
リンク遅延を表し、次の作業を実行できます。

•パス計算のリンク遅延を表すように設定された TEリンクメトリックを使用するように音声
伝送トンネルを設定します。

•パス計算に IGPメトリックを使用するようにデータ伝送トンネルを設定します。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックの設定方法

トラフィックエンジニアリングトンネルをサポートするためのプラッ

トフォームの設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip cef distributed
4. mpls traffic-eng tunnels
5. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

分散型シスコエクスプレスフォワーディング動作をイ

ネーブルにします。

ip cef distributed

例：

Router(config)# ip cef distributed

ステップ 3   

デバイスでMPLSトラフィックエンジニアリングトン
ネル機能をイネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 5   

MPLS トラフィックエンジニアリング用の IS-IS の設定
MPLSトラフィックエンジニアリング用に IS-ISを設定するには、次の手順を実行します。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. Router(config)# router isis
2. Router(config-router)#mpls traffic-eng level-1
3. Router(config-router)#mpls traffic-eng level-2
4. Router(config-router)#mpls traffic-eng router-id loopback 0
5. Router(config-router)#metric-style wide

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IS-ISルーティングプロトコルをイネーブルにし、IPに IS-IS
プロセスを指定します。ルータがコンフィギュレーション

モードになります。

Router(config)# router isisステップ 1   

IS-ISレベル 1でMPLSトラフィックエンジニアリングをオ
ンにします。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
level-1

ステップ 2   

IS-ISレベル 2でMPLSトラフィックエンジニアリングをオ
ンにします。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
level-2

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、

インターフェイス loopback0に関連付けられている IPアドレ
スになるように指定します。

Router(config-router)#mpls traffic-eng
router-id loopback 0

ステップ 4   

新スタイルのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトだけを
生成して受け入れるようにルータを設定します。

Router(config-router)#metric-style wideステップ 5   

MPLS トラフィックエンジニアリング用の OSPF の設定

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router ospf process-id
4. mpls traffic-eng area number
5. mpls traffic-eng router-id loopback0
6. exit
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

IP用の OSPFルーティングプロセスを設定し、ルータコン
フィギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

Router(config)# router ospf 200

ステップ 3   

• process-idは、OSPFルーティングプロセスの内部で使
用される識別パラメータです。ローカルで割り当てら

れ、任意の正の整数を使用できます。OSPFルーティン
グプロセスごとに固有の値を割り当てます。

指定された OSPFエリアに対してMPLSトラフィックエン
ジニアリングをオンにします。

mpls traffic-eng area number

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 0

ステップ 4   

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、

インターフェイス loopback0に関連付けられている IPアド
レスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id loopback0

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-router)# exit

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

トラフィックエンジニアリングリンクメトリックの設定

明示的に設定しないかぎり、TEリンクメトリックは IGPリンクメトリックになります。

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
43

MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネルの設定可能パス計算メトリック
トラフィックエンジニアリングリンクメトリックの設定



手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypeslot/subslot/port[.subinterface-number]
4. mpls traffic-eng administrative-weight weight
5. exit
6. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステッ

プ 1   •パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステッ

プ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypeslot/subslot/port[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface pos2/0/0

ステッ

プ 3   

• type引数で、設定するインターフェイスのタイプを指
定します。

• slot引数はシャーシスロット番号です。スロット情報
については、該当するハードウェアマニュアルを参

照してください。SPAインターフェイスプロセッサ
（SIP）については、プラットフォーム固有の SPA
ハードウェアインストレーションガイドまたはプラッ

トフォーム固有の SPAソフトウェア設定ガイドの対
応する「Identifying Slots and Subslots for SIPs and SPAs」
トピックを参照してください。

• / subslotキーワードと引数のペアは SPAがインストー
ルされている SIPのセカンダリスロット番号です。
スラッシュ（/）が必要です。

サブスロット情報については、プラットフォーム固有の

SPAハードウェアインストレーションガイドおよびプラッ
トフォーム固有のSPAソフトウェア設定ガイドの対応する
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目的コマンドまたはアクション

「Specifying the Interface Address on an SPA」トピックを参
照してください。

• / portキーワードと引数のペアは、ポートまたはイン
ターフェイス番号です。スラッシュ（/）が必要です。

ポート情報については、該当するハードウェアマニュアル

を参照してください。SPAについては、プラットフォーム
固有のSPAソフトウェア設定ガイドの対応する「Specifying
the Interface Address」トピックを参照してください。

•。subinterface-numberキーワードや引数のペアは、1
～ 4294967293の範囲のサブインターフェイス番号で
す。ピリオド（.）の前の番号は、このサブインター
フェイスが属する番号と一致する必要があります。

リンクの IGP管理上の重み（コスト）を無効にします。mpls traffic-eng administrative-weight weight

例：

Router(config-if)# mpls traffic-eng
administrative-weight 20

ステッ

プ 4   • weight引数はリンクのコストです。

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステッ

プ 5   

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステッ

プ 6   

MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定
このトンネルには 2つのパス設定オプションがあります。2つのパスとは、優先的な明示パスと
バックアップダイナミックパスです。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {name path-name | identifier

path-number}} [lockdown]
9. exit
10. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface
Tunnel0

ステップ 3   

• number引数はトンネルのポート番号です。

明示的なIPアドレスをインターフェイスに割り当てずにインターフェ
イス上の IP処理をイネーブルにします。

ip unnumbered type number

例：

Router(config-if)# ip
unnumbered loopback0

ステップ 4   

• type引数および number引数では、ルータに IPアドレスが割り
当てられている別のインターフェイスのタイプと番号を指定し

ます。番号付けされていない別のインターフェイスは指定でき

ません。

• MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルインターフェイ
スは単一方向リンクを表すため、番号なしにする必要がありま

す。
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目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 192.168.4.4

ステップ 5   

• ip-address引数では、宛先デバイスのMPLSトラフィックエン
ジニアリングルータ IDを指定する必要があります。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエンジニアリング
に設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode
mpls traffic-eng

ステップ 6   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルの帯域幅を設定しま
す。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth
bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 250

ステップ 7   

• bandwidth引数は、MPLSトラフィックエンジニアリングトン
ネルで確保する kbps単位の数値です。範囲は 1～ 4294967295
です。

トンネルに自動帯域幅が設定されている場合は、tunnel
mpls traffic-eng bandwidthコマンドを使用して、トンネル
の初期帯域幅を設定します。この初期帯域幅は、自動帯域

幅メカニズムによって調整されます。

（注）

指定した IP明示パス、またはトラフィックエンジニアリングトポロ
ジデータベースからダイナミックに計算されたパスを使用するよう

に、トンネルを設定します。

tunnelmpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit {name
path-name | identifier path-number}}
[lockdown]

ステップ 8   

• number引数は、このパスオプションの優先度です。複数のパス
オプションを設定する場合、より低い数値のオプションが優先

されます。有効値は 1～ 1000です。
例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng path-option 10
explicit identifier 321 • dynamicキーワードは、ラベルスイッチドパス（LSP）のパス

をダイナミックに計算する場合に指定します。

• explicitキーワードは、LSPのパスが IP明示パスの場合に指定
します。

• name path-nameのキーワードと引数のペアは、トンネルがこの
オプションで使用する IP明示パスのパス名です。

• identifierpath-numberのキーワードと引数のペアは、トンネルが
このオプションで使用する IP明示パスのパス番号です。有効な
範囲は 1～ 65535です。

• lockdownキーワードは、LSPを再最適化できないようにする場
合に指定します。
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目的コマンドまたはアクション

明示パスが現在使用可能でない場合は、ダイナミックパス

が使用されます。

（注）

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、グロー

バルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 9   

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。

exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 10   

トンネルパス計算用のメトリックタイプの設定

明示的に設定されていない限り、TEリンクメトリックタイプはトンネルパスの計算に使用され
ません。使用するメトリックタイプを制御するための 2つのコマンドがあります。インターフェ
イスコンフィギュレーションコマンドでは、特定の TEトンネルに使用するメトリックタイプを
指定します。グローバルコンフィギュレーションコマンドでは、インターフェイスコンフィギュ

レーションコマンドでメトリックタイプが指定されていない TEトンネルに使用するメトリック
タイプを指定します。

どちらのパス選択メトリックコマンドも入力しない場合は、トラフィックエンジニアリング

（TE）メトリックが使用されます。
（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. tunnel mpls traffic-eng path-selection metric {igp | te}
5. exit
6. mpls traffic-eng path-selection metric {igp | te}
7. exit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface Tunnel0

ステップ 3   

• number引数はトンネルのポート番号です。

トンネルのパス計算に使用するメトリックタイプを指定しま

す。

tunnel mpls traffic-eng path-selection
metric {igp | te}

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

ステップ 4   

• igpキーワードは、内部ゲートウェイプロトコル（IGP）メ
トリックを使用する場合に指定します。

• teキーワードは、トラフィックエンジニアリング（TE）メ
トリックを使用する場合に指定します。これはデフォルト

です。

traffic-eng path-selection metric
igp

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、グ

ローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 5   

特定のトンネルに対してメトリックタイプが明示的に設定され

ていない場合に使用するメトリックタイプを指定します。

mpls traffic-eng path-selectionmetric
{igp | te}

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
path-selection metric igp

ステップ 6   

• igpキーワードは、内部ゲートウェイプロトコル（IGP）メ
トリックを使用する場合に指定します。

• teキーワードは、トラフィックエンジニアリング（TE）メ
トリックを使用する場合に指定します。これはデフォルト

です。
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目的コマンドまたはアクション

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。

exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

トンネルパスメトリック設定の確認

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng topology
3. show mpls traffic-eng tunnels
4. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show mpls traffic-eng topology
showmpls traffic-eng topologyコマンドを使用して各リンクの TEおよび IGPメトリックを表示し、ネット
ワークにリンクメトリックが正しく設定されていることを確認します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng topology
My_System_id: 1440.0000.0044.00 (isis level-1)
IGP Id: 0090.0000.0009.00, MPLS TE Id:192.168.9.9 Router Node (isis level-1)

link[0 ]:Nbr IGP Id: 0090.0000.0009.03, gen:7
frag_id 0, Intf Address:10.0.0.99
TE metric:100, IGP metric:48, attribute_flags:0x0 !!Note TE and IGP metrics
physical_bw: 10000 (kbps), max_reservable_bw_global: 0 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

.

.

.
link[1 ]:Nbr IGP Id: 0055.0000.0055.00, gen:7

frag_id 0, Intf Address:10.205.0.9, Nbr Intf Address:10.205.0.55
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TE metric:120, IGP metric:10, attribute_flags:0x0 !!Note TE and IGP metrics
physical_bw: 155000 (kbps), max_reservable_bw_global: 500000 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

.

.

.

ステップ 3 show mpls traffic-eng tunnels
show mpls traffic-eng tunnelsコマンドを使用してトンネルパス計算に使用されるリンクメトリックを表
示し、各トンネルに必要なリンクメトリックが使用されていることを確認します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels
Name: te3640-17-c_t221 (Tunnel22) Destination: 192.168.100.22
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type dynamic (Basis for Setup, path weight 10)

Config Parameters:
Bandwidth: 400 kps (Global) Priority: 1 1 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: IGP !!Note metric type
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 0 bw-based
auto-bw: disabled(0/115) 0 Bandwidth Requested: 0

.

.

.
Name: te3640-17-c_t222 (Tunnel33) Destination: 192.168.100.22
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type dynamic (Basis for Setup, path weight 10)

Config Parameters:
Bandwidth: 200 kbps (Global) Priority: 1 1 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE !!Note metric type
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 0 bw-based
auto-bw: disabled(0/115) 0 Bandwidth Requested: 0

.

.

.

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router# exit
Router>

トンネルのパス計算メトリックの設定例

トンネルパス選択のリンクタイプとメトリックの設定例

ここでは、トンネルのパス選択に使用するリンクメトリックタイプの設定方法、およびリンク

メトリック自体の設定方法を示します。ここで使用されているコンフィギュレーションコマンド
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では、パス計算用のメトリックタイプの指定、およびリンクへのメトリックの割り当てに重点を

置いています。例のシナリオを完全に設定するには、追加のコマンドが必要です。たとえば、ト

ラフィックエンジニアリング用の IGPコマンドや、トラフィックエンジニアリングをイネーブル
にして使用可能な帯域幅を割り当てるためのリンクインターフェイスコマンドが必要となりま

す。

ここに示す例では、下の図に示す単純なネットワークテクノロジーがサポートされています。

図 4：ネットワークトポロジ

上の図では、次のように設定されています。

• Tunnel1と Tunnel2は、R1（ヘッドエンド）から R4（テールエンド）まで伸びています。

• Tunnel3は、R1から R5まで伸びています。

• Tunnel1と Tunnel3のパス計算では、リンク遅延を表すメトリックを使用する必要がありま
す。これらのトンネルでは音声トラフィックを伝送するためです。

• Tunnel2のパス計算では、IGPメトリックを使用する必要があります。これは、MPLS TEが
遅延要件なしでデータトラフィックを伝送するためです。

次に、各ルータの設定の一部を示します。これらの設定は、リンクメトリック、およびトンネル

パス計算でのそのリンクメトリックの使用に関連しています。リンク遅延を表す TEメトリック
は、各ルータのネットワークリンクに対して設定する必要があります。また、R1には3つのトン
ネルを設定する必要があります。

これらの設定では、Tunnel1ではパス R1-R3-R4、Tunnel2ではパス R1-R2-R4、Tunnel3ではパス
R1-R3-R4-R5が強制的に使用されるようにしています（リンクの帯域幅がトンネルに対応するの
に十分であることを前提とした場合）。
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R1の設定

次の例は、上の図に示されている Tunnel1、Tunnel2、および Tunnel3のトンネルのヘッドエンド
（R1）を設定する方法を示しています。

interface pos0/1/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos0/2/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface Tunnel1 !Tunnel1 uses TE metric (default)

!for path selection
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 192.168.4.4 255.255.255.0
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic
interface Tunnel2 !Tunnel2 uses IGP metric

!for path selection
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 192.168.4.4 255.255.255.0
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic
tunnel mpls traffic-eng path-selection-metric igp !Use IGP cost for path selection.
interface Tunnel3 !Tunnel3 uses TE metric (default)

!for path selection
ip unnumbered loopback0
tunnel destination 192.168.5.5 255.255.255.0
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

R2の設定

次の例は、上の図に示されている R2の設定方法を示しています。

interface pos0/3/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos1/3/1
mpls traffic-eng administrative-weight 40 !TE metric different from IGP metric

R3の設定

次の例は、上の図に示されている R3の設定方法を示しています。

interface pos2/0/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos0/3/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos0/1/1
mpls traffic-eng administrative-weight 5 !TE metric different from IGP metric

R4の設定

次の例は、上の図に示されている R4の設定方法を示しています。

interface pos2/0/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos2/1/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos2/2/0
mpls traffic-eng administrative-weight 5 !TE metric different from IGP metric
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R5の設定

次の例は、上の図に示されている R5の設定方法を示しています。

interface pos1/0/0
mpls traffic-eng administrative-weight 15 !TE metric different from IGP metric
interface pos1/1/0
mpls traffic-eng administrative-weight 5 !TE metric different from IGP metric
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標準

タイトル規格

-この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

-この機能によってサポートされる新しい RFC
または変更された RFCはありません。また既
存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 2：MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング -トンネルの設定可能パ
ス計算メトリック機能を使用す

ると、トラフィックエンジニ

アリング（TE）トンネルのパ
ス計算で使用されるメトリック

をトンネル単位で制御できま

す。特定のトンネルを使用して

低遅延が要求される音声トラ

フィックを伝送し、他のトンネ

ルを使用してデータを伝送しま

す。TEリンクメトリックを使
用すると、リンク遅延を表し、

パス計算用に音声トラフィック

伝送トンネルを設定し、パス計

算に Interior Gateway Protocol
（IGP）メトリックを使用する
ようにデータ伝送トンネルを設

定できます。

次のコマンドが追加または変更

されました。mpls traffic-eng
path-selection metric、tunnel
mpls traffic-eng path-selection
metric

12.0(18)ST

12.2(11)S

12.2(14)S

12.2(28)SB

12.4(20)T

Cisco IOS XE Release 2.3

MPLSトラフィックエンジニア
リング -トンネルの設定可能パ
ス計算メトリック
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第 4 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - ス
ケーラビリティ拡張

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能により、トラフィックエンジ
ニアリングトンネルの数が多くなっても、スケーラビリティパフォーマンスを高めることがで

きます。

そのため、ルータがトンネルヘッドエンドとして設定されているときにサポートできるトラ

フィックエンジニアリング（TE）トンネルの数を増やすことができます。また、ルータがトン
ネルミッドポイントとして設定されているときには、多数のTEトンネルを確立するのにかかる
時間を短縮できます。

この章には、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング
スケーラビリティ拡張を設定するための情報および手順が含まれています。

• 機能情報の確認, 57 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張の前提条件, 58 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張の制約事項, 58 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張について, 59 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張の設定方法, 61 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張の設定例, 69 ページ

• その他の参考資料, 70 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張の機能情報, 71 ページ

• 用語集, 73 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
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プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張の前提条件

MPLSトラフィックエンジニアリングをイネーブルにするには、ネットワークで次の Cisco IOS
XE機能がサポートされている必要があります。

• MPLS

• Cisco Express Forwarding;シスコエクスプレスフォワーディング

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF）

MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張の制約事項

特定のプラットフォームがサポートできるトンネルの数は、次の項目によって決まります。

•トンネルが通過するインターフェイスのタイプ

• Resource Reservation Protocol（RSVP）メッセージペーシング機能の設定方法

• MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSト
ラフィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくだ
さい。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張について

トラフィックエンジニアリングトンネルのスケーラビリティ拡張

トラフィックエンジニアリングトンネルの数が多くなっても、スケーラビリティパフォーマン

スが低下しません。次のような拡張が図られています。

•ルータがトンネルヘッドエンドまたはトンネルミッドポイントとして設定されているとき
にサポートできるトラフィックエンジニアリングトンネルの数を増やすことができます。

•多数のトラフィックエンジニアリングトンネルを確立するのにかかる時間を短縮します。

RSVP レートの制限
RSVPトラフィックエンジニアリングシグナリングメッセージが莫大な量になると、受信側ルー
タの入力キューがオーバーフローして、メッセージがドロップされることがあります。メッセー

ジがドロップされると、ラベルスイッチドパス（LSP）シグナリングの完了が大幅に遅れます。

このMPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能は、RSVPメッセージの伝
送レートを制御するメカニズムを拡張しており、受信側ルータでの入力のドロップを抑えます。

デフォルトの伝送レートは、特定のネイバーに対して 1秒あたり 200 RSVPメッセージです。こ
のレートは設定可能です。

MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルのシグナリングおよび
管理に対するリカバリ応答の向上

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能は、MPLS TEトンネルのシグ
ナリングおよび管理に対するリカバリ応答を高めます。LSPが使用するリンクで障害が発生した
ときの LSPリカバリ応答が向上しています。

•障害が発生したリンクのアップストリームエンドが障害を検出すると、RSVP No Routeパス
エラーメッセージが生成されます。これにより、リンク障害をアナウンスする内部ゲート

ウェイプロトコル（IGP）更新に遅延が発生したとしても、LSPヘッドエンドがリンク障害
を検出し、リカバリを開始できるようになります。

• LSPヘッドエンドは、新規 IGP更新が届くか、または設定可能なタイムアウトが発生するま
で、後続の Constraint-based Shortest Path First（CSPF）計算で問題のリンクが無視されるよう
に、リンクにマークを付けます。これにより、LSP復元の再シグナリングでは障害が発生し
たリンクが回避されます。
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IS-IS と MPLS トラフィックエンジニアリングトポロジデータベース
との相互作用

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能は、IS-ISプロトコルが IGP更
新を受信してから、その更新をMPLSトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースに
配信するまでの間隔を短縮します。

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能が導入される前は、トラフィッ
クエンジニアリングのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトを含む新規 LSPを IS-ISが受信す
ると、IS-ISがトラフィックエンジニアリング TLVをトラフィックエンジニアリングデータベー
スに渡すまでに数秒間の遅延が発生することがありました。遅延の目的は、ネットワークが不安

定になっている間のスケーラビリティを高め、ルータがトラフィックエンジニアリングデータ

ベースに情報を渡す前に、できるかぎり多くの LSPのフラグメントを受信できるようにすること
でした。ただし、この遅延により、トラフィックエンジニアリングデータベースのコンバージェ

ンス時間が長くなりました。

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能の導入により、IS-ISは受信し
た LSPからトラフィックエンジニアリング TLVを抽出して、すぐにトラフィックエンジニアリ
ングデータベースに渡します。この例外が発生するのは、ネットワークが不安定になっていると

きなど、多数のLSPを処理する必要があり、かつCPUの消費を制限することが重要であるときで
す。IS-ISからトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースへのトラフィックエンジニ
アリング TLVの送信を制御するパラメータを設定できます。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

MPLS TE トンネルイベントおよび RSVP シグナリングのカウンタ機能
の向上

MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能の導入により、MPLSトラ
フィックエンジニアリングトンネルおよびRSVPの診断機能およびトラブルシューティング機能
が向上しました。

•カウンタは、ルートなし（リンクのダウン）、プリエンプション、トンネル単位の帯域幅の
不足など、トンネルヘッドエンドエラーイベントを記録します。

•カウンタは、RSVPメッセージを記録します。インターフェイスごとにカウンタが用意され
ており、インターフェイスで送受信した各タイプの RSVPメッセージの数を記録します。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ拡張の利点
MPLSトラフィックエンジニアリング -スケーラビリティ拡張機能には、次の利点があります。

•スケーラビリティの向上：最大 600のMPLSトラフィックエンジニアリングトンネルヘッ
ドエンドがサポートされます。最大 10,000のトラフィックエンジニアリングトンネルミッ
ドポイントがサポートされ、インターフェイスあたり最大 5000のミッドポイントがサポー
トされます。

•障害状態後のリカバリ速度の向上：メッセージペーシングにより、RSVP制御メッセージを
抑制するメカニズムが機能するため、メッセージがドロップされる可能性が低くなります。

この結果、MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルを数多く設定しているときでも、
障害状態からのリカバリが速くなります。

•リルート時間の短縮：トラフィックエンジニアリングトンネルがダウンしているときには、
代替パスに沿ってトンネルの新規LSPをシグナリングできるように、ヘッドエンドルータに
通知する必要があります。ヘッドエンドルータは、IGP更新を待つことなく、代替パスに
沿ってトンネルの新規 LSPをシグナリングできます。

•トンネルセットアップ時間の短縮：ドロップされる制御メッセージおよびトンネルセット
アップメッセージの数が削減されます。この結果、トンネルのセットアップにかかる平均時

間が短縮されます。

MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張の設定方法

MPLS トラフィックエンジニアリングスケーラビリティ拡張のための
RSVP レート制限のイネーブル化

MPLSトラフィックエンジニアリングスケーラビリティ拡張のための RSVPレート制限をイネー
ブルにするには、次の作業を実行します。RSVPレート制限は、レート制限に使用されるインター
フェイスの出力キューがいっぱいになったためにドロップされたメッセージ数を発信インターフェ

イス単位で保持します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip rsvp signalling rate-limit [burst number] [limit number] [maxsize bytes] [period ms]
4. end
5. show ip rsvp neighbor
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

指定の期間中に隣接ルータに送信されるRSVPメッセージの伝送レー
トを制御します。

ip rsvp signalling rate-limit [burst
number] [limit number] [maxsize
bytes] [period ms]

ステップ 3   

• burst numberキーワードと引数のペアは、各間隔で隣接ルータ
に送信されるRSVPメッセージの最大数を示します。値の範囲
は 1～ 5000です。デフォルト値は 8です。

例：

Router(config)# ip rsvp
signalling rate-limit burst 5
maxsize 3 period 2

• limit numberキーワードと引数のペアは、送信されたメッセー
ジの数が正常に送信されたメッセージの数を下回っている場合

に、キューの間隔で送信できるメッセージの最大数を示しま

す。指定できる範囲は 1～ 5000です。デフォルト値は 37で
す。

• maxsize bytesキーワードと引数のペアは、メッセージキューの
最大サイズをバイト単位で示します。指定できる範囲は 1～
5000です。デフォルトは 2000です。

• periodmsキーワードと引数のペアは、間隔の長さ（時間）をミ
リ秒単位（ms）で示します。指定できる範囲は 10～ 5000で
す。デフォルトは 20です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

現在の RSVPネイバーを表示します。show ip rsvp neighbor

例：

Router# show ip rsvp neighbor

ステップ 5   

このコマンドを使用して、RSVPメッセージペーシングがイネーブ
ルになっていることを確認します。
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MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルのリンク障害タイムア
ウトの管理

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルのリンク障害タイムアウトを管理するには、次の
作業を実行します。

これにより、ルータがパス計算時にリンクを無視できるタイムアウトを設定して、障害が発生し

たリンクが含まれているためにシグナリング時に失敗する可能性があるパスを回避できます。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng topology holddown sigerr seconds
4. end
5. show mpls traffic-eng topology [brief]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

トラフィックエンジニアリングトポロジデータベースのリンク

でトラフィックエンジニアリングトンネルエラーが発生した場

mpls traffic-eng topology holddown
sigerr seconds

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
topology holddown sigerr 15

ステップ 3   

合、ルータがトンネルパスの Constraint-based Shortest Path First
（CSPF）を計算する際に問題のリンクを無視する時間を指定し
ます。

• seconds引数には、リンクでトラフィックエンジニアリング
トンネルエラーが発生した場合、ルータがトンネルパスの

計算時に問題のリンクを無視する時間の長さ（秒単位）を

指定します。指定できる範囲は 0～ 300です。デフォルト
は 10です。
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

このノードで現在認識されているとおりに、MPLSトラフィック
エンジニアリンググローバルトポロジを表示します。

showmpls traffic-eng topology [brief]

例：

Router# show mpls traffic-eng
topology brief

ステップ 5   

• briefキーワードは、トポロジを簡略化して表示することを
指定します。

MPLS トラフィックエンジニアリングトポロジデータベースとの IS-IS
通信の制御

IS-ISとMPLSトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースとの相互作用を制御するに
は、次の作業を実行します。これにより、IS-ISプロトコルが IGP更新を受信してから、IS-ISが
その更新をMPLSトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースに配信するまでの間隔
が短縮され、その結果、データベースのコンバージェンス時間が短縮されます。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router isis [area-tag]
4. mpls traffic-eng scanner [interval seconds] [max-flash LSPs]
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IS-ISルーティングプロトコルをイネーブルにして、IS-ISプロセスを
指定します。

router isis [area-tag]

例：

Router(config)# router isis

ステップ 3   

• area-tag引数には、ルーティングプロセスの意味のある名前を指
定します。指定されていない場合、ヌルタグが指定されたものと

見なされ、このプロセスはヌルタグで参照されるようになりま

す。この名前は、指定ルータでのすべての IP、またはコネクショ
ンレス型ネットワークサービス（CLNS）ルータプロセス内で一
意でなければなりません。

この引数は、マルチエリア IS-IS設定の場合は必須で、従来
の IS-IS設定の場合は任意です。

（注）

IS-ISがフラグ設定されたLSPからトラフィックエンジニアリングTLV
を抽出してトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースに渡

mpls traffic-eng scanner
[interval seconds] [max-flash
LSPs]

ステップ 4   

す頻度を指定し、ルータがすぐに処理できる LSPの最大数を指定しま
す。

例：

Router(config-router)# mpls
• interval secondsキーワードと引数には、IS-ISがトラフィックエン
ジニアリング TLVをトラフィックエンジニアリングデータベーtraffic-eng scanner interval

5 max-flash 100 スに送信する頻度を秒単位で指定します。指定できる範囲は 1～
60です。デフォルトは 5分です。

• max-flash LSPsキーワードと引数には、ルータが遅延を発生させ
ることなくすぐに処理できる LSPの最大数を指定します。範囲は
0～ 200です。デフォルトは 15です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-router)# end

ステップ 5   
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MPLS TE スケーラビリティ拡張の監視および維持

手順の概要

1. enable
2. show ip rsvp neighbor [detail]
3. show ip rsvp counters [summary]
4. clear ip rsvp counters
5. clear ip rsvp signalling rate-limit
6. show mpls traffic-eng tunnels statistics
7. clear mpls traffic-eng tunnels counters
8. show mpls traffic-eng topology [brief]
9. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show ip rsvp neighbor [detail]
このコマンドを使用して、RSVPメッセージペーシングが有効になっていることを確認します。次に例を
示します。

例：

Router# show ip rsvp neighbor detail
Neighbor:10.0.0.1

Encapsulation:RSVP
Rate-Limiting:
Dropped messages:0

Refresh Reduction:
Remote epoch:0x1BFEA5
Out of order messages:0
Retransmitted messages:0
Highest rcvd message id:1059
Last rcvd message:00:00:04

Neighbor:10.0.0.2
Encapsulation:RSVP
Rate-Limiting:
Dropped messages:0

Refresh Reduction:
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Remote epoch:0xB26B1
Out of order messages:0
Retransmitted messages:0
Highest rcvd message id:945
Last rcvd message:00:00:05

ステップ 3 show ip rsvp counters [summary]
このコマンドを使用して、送受信されたRSVPメッセージのカウントを表示します。次に例を示します。

例：

Router# show ip rsvp counters summary
All Interfaces Recv Xmit Recv Xmit

Path 110 15 Resv 50 28
PathError 0 0 ResvError 0 0
PathTear 0 0 ResvTear 0 0
ResvConf 0 0 RTearConf 0 0
Ack 0 0 Srefresh 0 0
Hello 5555 5554 IntegrityChalle 0 0
IntegrityRespon 0 0 DSBM_WILLING 0 0
I_AM_DSBM 0 0
Unknown 0 0 Errors 0 0

Recv Msg Queues Current Max
RSVP 0 2
Hello (per-I/F) 0 1
Awaiting Authentication 0 0

ステップ 4 clear ip rsvp counters
維持されているすべての IP RSVPカウンタをクリア（0に設定）するには、このコマンドを使用します。
次に例を示します。

例：

Router# clear ip rsvp counters
Clear rsvp counters [confirm]

ステップ 5 clear ip rsvp signalling rate-limit
このコマンドを使用して、メッセージペーシングに使用されるインターフェイスの出力キューがいっぱい

になったために、メッセージペーシングによってドロップされたメッセージのカウントをクリアします

（ゼロに設定します）。次に例を示します。

例：

Router# clear ip rsvp signalling rate-limit

ステップ 6 show mpls traffic-eng tunnels statistics
このコマンドを使用して、1つ以上のMPLSトラフィックエンジニアリングトンネルのイベントカウン
タを表示します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels statistics
Tunnel1001 (Destination 10.8.8.8; Name Router_t1001)
Management statistics:
Path: 25 no path, 1 path no longer valid, 0 missing ip exp path

5 path changes
State: 3 transitions, 0 admin down, 1 oper down
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Signalling statistics:
Opens: 2 succeeded, 0 timed out, 0 bad path spec

0 other aborts
Errors: 0 no b/w, 0 no route, 0 admin

0 bad exp route, 0 rec route loop, 0 other

...

例：

Tunnel7050 (Destination 10.8.8.8; Name Router_t7050)
Management statistics:
Path: 19 no path, 1 path no longer valid, 0 missing ip exp path

3 path changes
State: 3 transitions, 0 admin down, 1 oper down

Signalling statistics:
Opens: 2 succeeded, 0 timed out, 0 bad path spec

0 other aborts
Errors: 0 no b/w, 0 no route, 0 admin

0 bad exp route, 0 rec route loop, 0 other

ステップ 7 clear mpls traffic-eng tunnels counters
このコマンドを使用して、すべてのMPLSトラフィックエンジニアリングトンネルのカウンタをクリア
します。次に例を示します。

例：

Router# clear mpls traffic-eng tunnels counters
Clear traffic engineering tunnel counters [confirm]

ステップ 8 show mpls traffic-eng topology [brief]
このコマンドを使用して、MPLSトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースを表示します。
次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng topology brief
My_System_id:0000.0000.0003.00 (isis level-2)
Signalling error holddown:10 sec Global Link Generation 9
IGP Id:0000.0000.0003.00, MPLS TE Id:10.0.3.1 Router Node (isis
level-2)

link[0]:Point-to-Point, Nbr IGP Id:0000.0000.0004.00,
nbr_node_id:2, gen:9

frag_id 0, Intf Address:10.0.0.33, Nbr Intf Address:10.0.0.34
TE metric:10, IGP metric:10, attribute_flags:0x0
SRLGs:1 2

ステップ 9 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router# exit
Router>
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MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張の設定例

例：MPLS トラフィックエンジニアリングスケーラビリティ拡張のた
めの RSVP レート制限のイネーブル化

次に、MPLSトラフィックエンジニアリングスケーラビリティ拡張のために RSVPレート制限を
イネーブルにする例を示します。

configure terminal
ip rsvp signalling rate-limit
end

次に、RSVPレート制限がイネーブルになっているときにトラフィックエンジニアリングが表示
するサンプル出力を示します。

Router# show ip rsvp signalling rate-limit
Rate Limiting: enabled
Burst: 10
Limit: 37
Maxsize: 5000
Period (msec): 100
Max rate (msgs/sec): 100

次に、1秒間に最大 5個の RSVPトラフィックエンジニアリングシグナリングメッセージをネイ
バーに送信するようにルータを設定する例を示します。出力キューのサイズは 35です。

configure terminal
ip rsvp signalling rate-limit
period 1 burst 5 maxsize 35

例：MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルのリンク障害タイ
ムアウトの管理

次に、MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルのリンク障害タイムアウトを管理する例を
示します。

configure terminal
mpls traffic-eng topology holddown sigerr 15
end

この例では、エラーをシグナリングするためのリンクホールドダウン時間を 15秒に設定してい
ます。
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例：MPLS トラフィックエンジニアリングトポロジデータベースとの
IS-IS 通信の制御

次に、IS-ISとMPLSトラフィックエンジニアリングトポロジデータベースとの通信を制御する
例を示します。

configure terminal
router isis
mpls traffic-eng scanner interval 5 max-flash 50
end

この例では、ルータが遅延を発生させることなく最大 50個の IS-IS LSPを処理できるようにして
います。

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Command Reference』

•『Cisco IOS XE Quality of Service Solutions
Configuration Guide, Release 2』

Quality of service

•『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

•『Cisco IOS XEMultiprotocol Label Switching
Configuration Guide, Release 2』

MPLS

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ
拡張の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 3：MPLS トラフィックエンジニアリング - スケーラビリティ拡張の機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング -スケーラビリティ拡張
機能により、トラフィックエ

ンジニアリングトンネルの数

が多くなっても、スケーラビリ

ティパフォーマンスを高める

ことができます。

そのため、ルータがトンネル

ヘッドエンドとして設定されて

いるときにサポートできるトラ

フィックエンジニアリング

（TE）トンネルの数を増やす
ことができます。また、ルータ

がトンネルミッドポイントと

して設定されているときには、

多数の TEトンネルを確立する
のにかかる時間を短縮できま

す。

この章には、マルチプロトコル

ラベルスイッチング（MPLS）
トラフィックエンジニアリン

グスケーラビリティ拡張を設

定するための情報および手順が

含まれています。

次のコマンドが追加または変更

されました。clear ip rsvp
counters、clear ip rsvp signalling
rate-limit、clearmpls traffic-eng
tunnel counters、ip rsvp
signalling rate-limit、mpls
traffic-eng scanner、mpls
traffic-eng topology holddown
sigerr、show ip rsvp counters、
および show mpls traffic-eng
tunnels statistics

Cisco IOS XE Release 2.3MPLSトラフィックエンジニア
リング -スケーラビリティ拡張
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用語集
バンドルインターフェイス：port-channel、マルチリンク、および VLANインターフェイスの総
称。

シスコエクスプレスフォワーディング：ルート参照情報を 1つのルートキャッシュではなく複
数のデータ構造に分けて保存することにより、ルータ内のパケットの転送を短時間で行う手法。

CLNS：Connectionless Network Service（コネクションレス型ネットワークサービス）。事前に回
線を確立しなくてもデータを送信できるオープンシステム相互接続（OSI）ネットワーク層サー
ビス。CLNSは、メッセージを他のメッセージとは別に宛先にルーティングします。

CSPF：Constraint-based Shortest Path First。最小帯域幅要件、ノードの最大数、包含または除外す
るノードなど、一連の制約に基づいて最短パスを計算するルーティングプロトコル。

企業ネットワーク：会社などの組織内でほとんどの主要点を接続する大規模かつ多種多様なネッ

トワーク。

FRR：Fast ReRouteの略。

ヘッドエンド：ブロードバンドネットワークのエンドポイント。すべてのステーションがヘッド

エンドに向けて送信し、ヘッドエンドが宛先ステーションに向けて送信します。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報の交換に使用するインターネットプロトコル。一般的なインターネット IGPの例としては、
Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、および Routing
Information Protocol（RIP）があります。

インターフェイス：ネットワーク接続。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。DECnet Phase Vルーティングに基づく OSIリン
クステート階層型ルーティングプロトコルであり、IS（ルータ）はこれを使用して、ネットワー
クトポロジを決定するために、1つのメトリックに基づいてルーティング情報を交換します。

LDN：リンクダウン通知。

LSP：Label Switched Path（ラベルスイッチドパス）。一連のホップ（R0...Rn）であり、パケッ
トはラベルスイッチングメカニズムを使用して R0から Rnに伝送されます。ラベルスイッチド
パスは通常のルーティングメカニズムに基づいてダイナミックに選択されるか、または設定に

よって選択されます。

メンバーリンク：バンドルインターフェイスにグループ化された個々のインターフェイス。

メッセージペーシング：レート制限機能の旧称。

MPLS：マルチプロトコルラベルスイッチング（旧称はタグスイッチング）。主にレイヤ 3ルー
ティングではなくレイヤ 2スイッチングを使用してパケットを転送する方式。MPLSでは、
Forwarding Equivalence Classという概念に基づいて、MPLSクラウドに入るときにパケットに短い
固定長のラベルが割り当てられます。MPLSドメイン内では、元のパケットヘッダーにほとんど
頼ることなく、ラベルに基づいて転送判断が行われます。

OSPF：Open Shortest Path First。Intermediate System-Intermediate System（IS-IS）プロトコルから派
生した、リンクステート階層型の InteriorGatewayProtocol（IGP）ルーティングプロトコル。OSPF
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機能には、最小コストによるルーティング、マルチパスのルーティング、およびロードバランシ

ングがあります。

ルータ：1つ以上のメトリックを使用して、ネットワークトラフィックを転送すべき最適のパス
を決定するネットワーク層装置。ルータは、ネットワーク層情報に基づいて、ネットワーク間で

パケットを転送します。

RSVP：Resource Reservation Protocol（リソース予約プロトコル）。IPネットワーク上でリソース
の予約をサポートするためのプロトコル。

スケーラビリティ：ネットワークの拡大に伴って、リソース使用量の程度がどれだけ迅速に増加

するかを示すインジケータ。

TLV：Type, Length, Value（タイプ、長さ、値）。TLVオブジェクトはデータ通信で追加情報を提
供するために使用されます。typeフィールドは、valueフィールドに含まれる項目のタイプを示し
ます。lengthフィールドは、valueフィールドの長さを示します。valueフィールドは、パケットの
データ部分です。

トポロジ：企業ネットワーキング構造内のネットワークノードおよびメディアの物理的な配置。

TE（トラフィックエンジニアリング）：標準のルーティング方式を使用した場合に選択されるパ
スとは異なるパスで、ルーティングされたトラフィックがネットワークを通過できるようにする

手法および処理。

トラフィックエンジニアリングトンネル：トラフィックエンジニアリングに使用されるラベル

スイッチドトンネル。このようなトンネルは、通常のレイヤ 3ルーティング以外の手段によって
設定されます。このトンネルによって、トラフィックは、レイヤ 3ルーティングでトンネルに選
択されるパスとは異なるパスを経由します。
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第 5 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP
属性

このマニュアルでは、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニ
アリング（TE）トンネルに関連付けられたパスオプションのラベルスイッチドパス（LSP）属
性の設定方法について説明します。

MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性機能は、MPLS TEを拡張して、LSP属性リス
ト機能と帯域幅上書きのパスオプション機能を提供します。これらの機能によって、MPLS TE
トンネルパスオプションの LSP属性を柔軟に設定できるようになります。LSP属性リストを使
用すると、TEトンネルのパスオプションに対して複数の LSP属性を適用できます。必要な LSP
属性が帯域幅だけである場合、帯域幅上書きのパスオプションを設定できます。

• 機能情報の確認, 75 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性の前提条件, 76 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性の制約事項, 76 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックについ
て, 76 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性の設定方法, 81 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの設定例, 112 ページ

• その他の参考資料, 116 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング LSP属性の機能情報, 118 ページ

• 用語集, 120 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
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プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP 属性の前提条
件

MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性機能では、LSP属性リストまたは帯域幅上書き
のパスオプション機能を設定する前にMPLS TEトンネルを設定する必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP 属性の制約事
項

異なる帯域幅プールタイプ（サブプールとグローバルプール）および異なるプライオリティのパ

スオプション間での再最適化はサポートされていません。具体的には次のとおりです。

•帯域幅上書きのパスオプション機能では、トンネルに設定されているものと同じ帯域幅プー
ルを使用してパスオプションに帯域幅を設定する必要があります。

• LSP属性リスト機能では、パスオプションの帯域幅プールとプライオリティの両方を、トン
ネルまたはトンネルで使用されている他のパスオプションに設定されている帯域幅プールお

よびプライオリティと矛盾しないものに設定する必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックについて

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP 属性の利点
MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性機能は、LSP属性リスト機能と帯域幅上書きの
パスオプション機能を提供します。これらの機能には、次の利点があります。

• LSP属性リスト機能によって、TEトンネルの複数の LSP固有のパスオプションの値を設定
できる。

• 1つ以上の TEトンネルで、LSP属性リストを参照することによって特定のパスオプション
を指定できる。
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• LSP属性リストによって、MPLSTEユーザインターフェイスがより柔軟で使いやすくなり、
拡張と管理が簡単になる。

•帯域幅上書きのパスオプション機能によって、TEトンネルが帯域幅の制約を緩和できるパ
スオプションに一時的にフォールバックできる単一のコマンドが提供される。

トラフィックエンジニアリング帯域幅および帯域幅プール

MPLSトラフィックエンジニアリングを使用すると、IPトラフィックの制約ベースのルーティン
グ（CBR）が可能になります。CBRによって満たされる制約の 1つに、選択されたパスにおける
必要な帯域幅のアベイラビリティがあります。通常の TEトンネル帯域幅は、グローバルプール
と呼ばれます。サブプール帯域幅は、グローバルプールの一部です。サブプール帯域幅は、使用

中以外はグローバルプールから予約されません。そのため、サブプールトンネルでは、サブプー

ル以外のトンネルよりも高いプライオリティが必要となります。

LSP属性帯域幅パスオプションは、グローバルプール（デフォルト）またはサブプールの帯域幅
を使用するように設定できます。パスオプションの帯域幅値は任意の有効な値に設定でき、プー

ルはトンネルに設定されているプールと同じものである必要はありません。

bandwidth [sub-pool | global] kbpsコマンドを使用してパスオプションの帯域幅を設定する場合
は、すべてサブプールの帯域幅を使用するか、またはすべてグローバルプールの帯域幅を使

用してください。

（注）

LSP属性リスト機能または帯域幅上書きのパスオプション機能を使用すると、ダイナミックパス
オプションと明示パスオプションの両方で帯域幅を設定できます。これらの機能をイネーブルに

するコマンドは、両方同時に使用することはできません。帯域幅がパスオプションに設定する必

要がある唯一の LSP属性である場合は、機能をイネーブルにするコマンドを使用します。帯域幅
の制約が緩和される複数のパスオプションを設定する場合、これが最も簡単な方法です。イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードで tunnel mpls traffic-eng path-optionコマンドに
bandwidthキーワードを入力すると、そのパスオプションに対しては LSP属性リストを設定でき
なくなります。

トンネル属性と LSP 属性
Cisco IOSXEトンネリングインターフェイスには、MPLS TEに関連した数多くのパラメータがあ
ります。通常、これらのパラメータは、インターフェイスコンフィギュレーションモードで tunnel
mpls traffic-engコマンドを使用して設定します。これらのコマンドの多くは、トンネルのロード
シェアリング係数などの、トンネル固有のプロパティを決定します。これらのコマンドでは、ト

ンネルによって使用されている特定の LSPには関連しないパラメータが設定されます。ただし、
一部のトンネリングパラメータは、トンネルが使用する LSPに適用されます。LSP固有のプロパ
ティは、LSP属性リストを使用して設定できます。
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LSP 属性と LSP 属性リスト
LSP属性リストには、TEトンネルに設定できる各LSP固有のパラメータの値を含めることができ
ます。LSP属性リストは、mpls traffic-eng lsp attributes stringコマンドを使用して設定します。こ
こで、stringは属性リストを示しています。指定できる LSP属性には、次のものがあります。

• LSPを構成するリンクの属性フラグ（affinityコマンド）

•自動帯域幅設定（auto-bwコマンド）

•グローバルプールまたはサブプールの LSP帯域幅（bandwidthコマンド）

• LSPの再最適化のディセーブル化（lockdownコマンド）

• LSPプライオリティ（priorityコマンド）

•障害保護（protectionコマンド）

• LSPで使用されるルートの記録（record-routeコマンド）

LSP 属性リストの管理
MPLSトラフィックエンジニアリング - LSP属性機能には、LSP属性リストを管理するためのコ
マンドも用意されています。次を実行できます。

•すべての属性リストエントリの再リスト（listコマンド）

•リストからの特定の属性の削除（no attributeコマンド）

exitコマンドを使用すると、LSP属性コンフィギュレーションサブモードを終了して、グローバ
ルコンフィギュレーションモードに戻ります。

要件に応じて、異なるパスオプションに対して、異なる属性のセットを持つLSP属性リストを設
定できます。また、LSP属性リストは、同じ LSP属性を使用する複数の TEトンネルを設定する
ための簡単な方法でもあります。つまり、同じLSP属性リストを参照して、1つ以上のTEトンネ
ルの LSP固有のパラメータを設定できます。

コンストレイントベースルーティングとパスオプション選択

MPLSトラフィックエンジニアリングでは、Resource Reservation Protocol（RSVP）を使用して、
バックボーン上で LSPを自動的に確立および維持します。LSPで使用されるパスは、LSPリソー
ス要件とネットワークリソース（帯域幅など）によって決まります。トラフィックエンジニアリ

ングトンネルは、必要なリソースと使用可能なリソースの調和に基づいてLSPヘッドで計算され
ます（コンストレイントベースルーティング）。

帯域幅上書きのパスオプション機能がない場合、TEトンネルでは、ダイナミックパスオプショ
ンまたは明示パスオプションに基づいて、優先度順に LSPが確立されます。ただし、TEトンネ
ルに設定された帯域幅などの属性によって、LSPパスオプションが制約を満たす場合にだけ LSP
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の設定が許可されます。設定されたパスオプションを満たすパスが見つからない場合、トンネル

は設定されません。

帯域幅上書きのパスオプション機能によって、TEトンネルインターフェイスに設定された帯域
幅を上書きできるフォールバックパスオプションが提供されます。たとえば、帯域幅をゼロ（0）
に設定したパスオプションを設定すると、コンストレイントベースルーティングの計算で適用さ

れる帯域幅の制約を効果的に除去することができます。

トンネル再最適化とパスオプション選択

再最適化は、トラフィックエンジニアリングトンネルを持つデバイスで、LSPが確立されている
トンネルを調査し、より適切な LSPが利用できるかどうかを取得するときに発生します。より適
切な LSPが利用可能である場合、デバイスでは、より適切な LSPをシグナリングします。シグナ
リングに成功すると、デバイスでは古い LSPがより適切な新しい LSPに置き換えられます。

再最適化は、タイマー、mpls traffic-eng reoptimizeコマンドの発行、またはトンネルの再シグナ
リングが必要となる設定変更によってトリガーできます。たとえば、MPLS自動帯域幅機能では、
タイマーを使用して、帯域幅パスオプション属性に基づいた再最適化の頻度が設定されます。帯

域幅上書きのパスオプション機能を使用すると、TEトンネルインターフェイスに設定された帯
域幅と、特定のパスオプションに設定された帯域幅を切り替えることができます。これにより、

TEトンネルにおける LSPのシグナリングの成功率が高まります。

パスオプションに帯域幅上書きが設定されている場合、トラフィックエンジニアリングソフト

ウェアは30秒ごとに帯域幅を再最適化してトンネルに設定された帯域幅の再設定を試みます（「帯
域幅上書きのパスオプションの設定」を参照）。

LSP属性リストで lockdownコマンドを使用して、LSPの再最適化をディセーブルにできます。
tunnel mpls traffic-eng path-optionコマンドを使用して、lockdownコマンドを含む LSP属性リス
トをパスオプションに適用できます。

bandwidth [sub-pool | global] kpbsコマンドを使用してパスオプションの帯域幅を設定する場合
は、すべてサブプールの帯域幅を使用するか、またはすべてグローバルプールの帯域幅を使

用してください。サブプールの帯域幅とサブプール以外の帯域幅を混合しないでください。混

合すると、あとでパスオプションが再最適化されません。

（注）

帯域幅上書きを使用したパスオプション選択

帯域幅上書きのパスオプション機能を使用すると、特定のパスオプションの帯域幅パラメータを

設定できます。この設定は tunnel mpls traffic-eng path-optionコマンドの bandwidthキーワードを
使用して行います。帯域幅が設定されたパスオプションを使用してLSPがシグナリングされる場
合、トンネルに対して設定された帯域幅ではなく、パスオプションに関連付けられた帯域幅がシ

グナリングされます。

また、この機能を使用すると、トンネルのヘッドエンドで LSPの確立に失敗するたびに発生する
帯域幅の制約を緩和できるように複数のパスオプションを設定することもできます。
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次の設定では、tunnelmpls traffic-engbandwidthコマンドを使用してトンネルの帯域幅を設定し、
3つの tunnel mpls traffic-eng path-optionコマンドを使用して LSPのシグナリングパスオプショ
ンを定義しています。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path1
tunnel mpls traffic-eng path-option 2 explicit name path2 bandwidth 500
tunnel mpls traffic-eng path-option 3 dynamic bandwidth 0

デバイスでは、次のように優先度順に LSPのパスオプションが選択されます。

•デバイスでは、パスオプションを使用して、パスオプション 1から LSPのシグナリングが
試みられます。

path-option 1には帯域幅が設定されていないため、デバイスでは、トンネルインターフェイスに
設定された 1000 kbpsの帯域幅を使用して LSPのシグナリングが試みられます。

•ネットワークで 1000 kbpsの帯域幅を利用できない場合、デバイスは、path-option 2を使用し
て LSPの確立を試みます。

path-option 2には、500 kbpsの帯域幅が設定されています。これにより、トンネルインターフェ
イスに設定されている元の 1000 kbpsの帯域幅の制約が緩和されます。

• 500 kbpsが利用できない場合、デバイスは、path-option 3を使用してLSPの確立を試みます。

path-option 3はダイナミックとして設定されており、帯域幅は 0です。宛先までの IPパスが存在
し、他のすべてのトンネル制約が満たされる場合、デバイスで LSPが確立されます。

LSP 属性リストを使用する TE トンネルのデフォルトのパスオプショ
ン属性

TEトンネルのパスオプション属性の値は、次のように決定されます。

•パスオプションによって参照される LSP属性リストの値は、トンネルインターフェイスに
設定された値よりも優先されます。

• LSP属性リストに属性が指定されていない場合、トンネル設定の属性が使用されます。LSP
属性リストにはデフォルト値が設定されていません。

•トンネルに属性が設定されていない場合、デバイスでは、次のようにトンネルのデフォルト
値が使用されます。

{affinity= affinity 0 mask 0,

auto-bw= no auto-bw,

bandwidth= bandwidth 0,

lockdown= no lockdown,

priority= priority 7 7,

protection fast-reroute= no protection fast-reroute,
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record-route= no record-route

.

.

.

}

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP 属性の設定方
法

LSP 属性リストの設定
パスオプションに適用する必要な属性を持つラベルスイッチドパス（LSP）属性リストを設定す
るには、次の作業を実行します。要件に応じて、異なるパスオプションに対して、異なる属性の

セットを持つ LSP属性リストを設定できます。LSP属性リストによって、MPLS TEトンネルパ
スオプションの設定において、柔軟で使いやすく、拡張と管理が簡単なユーザインターフェイス

が提供されます。

また、LSP属性リストは、同じ LSP属性を使用する複数の TEトンネルを設定するための簡単な
方法でもあります。つまり、同じ LSP属性リストを参照して、1つ以上の TEトンネルの LSP固
有のパラメータを設定できます。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng lsp attributes string
4. affinity value [mask value]
5. auto-bw [frequency secs] [max-bw kbps] [min-bw kbps] [collect-bw]
6. bandwidth [sub-pool| global] kbps
7. list
8. lockdown
9. priority setup-priority [hold-priority]
10. protection fast-reroute
11. record-route
12. no sub-command
13. exit
14. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

LSP属性リストを設定し、LSP属性コンフィギュレーションモード
を開始します。

mpls traffic-eng lsp attributes
string

例：

Router(config)# mpls
traffic-eng lsp attributes 1

ステップ 3   

• string引数では、特定の LSP属性リストを指定します。

（任意）LSPを構成するリンクの属性フラグを指定します。affinity value [mask value]

例：

Router(config-lsp-attr)#
affinity 0 mask 0

ステップ 4   

• value引数では、LSPを構成するリンクで必要な値を指定しま
す。各ビットの値は 0または 1です。

• mask valueのキーワードと引数の組み合わせは、どの属性値を
チェックする必要があるかを示します。

•マスクのビットが 0の場合、そのビットに対応するリン
クの属性値は関連しません。

•マスクのビットが 1の場合、そのリンクの属性値と、そ
のビットに対応する LSPの必要なアフィニティは一致す
る必要があります。

（任意）自動帯域幅設定を指定します。auto-bw [frequency secs] [max-bw
kbps] [min-bw kbps] [collect-bw]

ステップ 5   

• frequency secsのキーワードと引数の組み合わせは、帯域幅調
整の間隔を指定します。間隔には 300～ 604800秒を指定でき
ます。

例：

Router(config-lsp-attr)#
auto-bw • max-bw kbpsのキーワードと引数の組み合わせは、このパスオ

プションの最大自動帯域幅を kbpsで指定します。0～
4294967295の値を指定できます。
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目的コマンドまたはアクション

• min-bw kpbsのキーワードと引数の組み合わせは、このパスオ
プションの最小自動帯域幅を kbpsで指定します。0～
4294967295の値を指定できます。

• collect-bwキーワードを指定すると、パスオプションの出力
レート情報が収集されますが、パスオプションの帯域幅は調

整されません。

（任意）LSP帯域幅を指定します。bandwidth [sub-pool| global] kbps

例：

Router(config-lsp-attr)#
bandwidth 5000

ステップ 6   

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示しま
す。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示
します。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプ
ションはグローバルプールのものとなるため、このキーワー

ドの入力は必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範
囲は 1～ 4294967295です。

（任意）LSP属性リストの内容を表示します。list

例：

Router(config-lsp-attr)# list

ステップ 7   

（任意）LSPの再最適化をディセーブルにします。lockdown

例：

Router(config-lsp-attr)#
lockdown

ステップ 8   

（任意）LSPプライオリティを指定します。priority setup-priority
[hold-priority]

ステップ 9   

• setup-priority引数は、LSPのシグナリング時に既存のどの LSP
よりも優先的に取得できるかを決定するために使用します。有例：

Router(config-lsp-attr)#
priority 1 1

効な値は0～7であり、数字が小さいほど優先順位は高くなり
ます。したがって、設定プライオリティが 0の LSPは、プラ
イオリティが0以外のどのLSPよりも優先的に取得されます。

• hold-priority引数は LSPと関連付けられて、シグナリングされ
ている他の LSPの方を優先的に取得する必要があるかどうか
を決定します。有効な値は0～7であり、数字が小さいほど優
先順位は高くなります。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）LSPで障害保護をイネーブルにします。protection fast-reroute

例：

Router(config-lsp-attr)#
protection fast-reroute

ステップ 10   

（任意）LSPによって使用されるルートを記録します。record-route

例：

Router(config-lsp-attr)#
record-route

ステップ 11   

（任意）LSP属性リストから特定の属性を削除します。no sub-command

例：

Router(config-lsp-attr)# no
record-route

ステップ 12   

• sub-command引数には、属性リストから削除するLSP属性を指
定します。

（任意）LSP属性コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

Router(config-lsp-attr)# exit

ステップ 13   

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 14   

LSP 属性リストへの属性の追加
LSP属性リストに属性を追加するには、次の作業を実行します。LSP属性リストによって、柔軟
で使いやすく、いつでもMPLS TEトンネルトラフィックの要件に合うように拡張または変更可
能なユーザインターフェイスが提供されます。LSP属性コンフィギュレーションモードは、特定
のLSP属性リストを表示したり、必要なパスオプション属性を追加または変更したりするために
使用します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng lsp attributes string
4. affinity value [mask value]
5. bandwidth [sub-pool | global] kbps
6. priority setup-priority [hold-priority]
7. list
8. exit
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

LSP属性リストを設定し、LSP属性コンフィギュレーションモードを
開始します。

mpls traffic-eng lsp attributes
string

例：

Router(config)# mpls
traffic-eng lsp attributes 1

ステップ 3   

• string引数では、特定の LSP属性リストを指定します。

（任意）LSPを構成するリンクの属性フラグを指定します。affinity value [mask value]

例：

Router(config-lsp-attr)#
affinity 0 mask 0

ステップ 4   

• value引数では、LSPを構成するリンクで必要な値を指定します。
各ビットの値は 0または 1です。

• mask valueのキーワードと引数の組み合わせは、どの属性値を
チェックする必要があるかを示します。

•マスクのビットが 0の場合、そのビットに対応するリンク
の属性値は関連しません。
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目的コマンドまたはアクション

•マスクのビットが 1の場合、そのリンクの属性値と、その
ビットに対応する LSPの必要なアフィニティは一致する必
要があります。

LSP帯域幅を指定します。bandwidth [sub-pool | global]
kbps

ステップ 5   

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

例：

Router(config-lsp-attr)#
bandwidth 1000

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプショ
ンはグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入

力は必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

LSPプライオリティを指定します。priority setup-priority
[hold-priority]

ステップ 6   

• setup-priority引数は、LSPのシグナリング時に既存のどのLSPよ
りも優先的に取得できるかを決定するために使用します。有効な例：

Router(config-lsp-attr)#
priority 2 2

値は0～7であり、数字が小さいほど優先順位は高くなります。
したがって、設定プライオリティが0のLSPは、プライオリティ
が 0以外のどの LSPよりも優先的に取得されます。

• hold-priority引数は LSPと関連付けられて、シグナリングされて
いる他の LSPの方を優先的に取得する必要があるかどうかを決
定します。有効な値は0～7であり、数字が小さいほど優先順位
は高くなります。

（任意）LSP属性リストの内容を表示します。list

例：

Router(config-lsp-attr)# list

ステップ 7   

•属性リストに追加されたパスオプション属性を表示する場合に
listコマンドを使用します。

（任意）LSP属性コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

Router(config-lsp-attr)# exit

ステップ 8   

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 9   
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LSP 属性リストからの属性の削除
LSP属性リストから属性を削除するには、次の作業を実行します。LSP属性リストによって、
MPLS TEトンネルトラフィックで不要になったパスオプション属性を簡単に削除するための方
法が提供されます。LSP属性コンフィギュレーションモードは、特定の LSP属性リストを表示す
る場合、およびリストから特定の属性を削除するために使用される no sub-commandコマンドで使
用します。リストから削除するコマンドに sub-command引数を置換します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng lsp attributes string
4. no sub-command
5. list
6. exit
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

LSP属性リストを設定し、LSP属性コンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

mpls traffic-eng lsp attributes string

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
lsp attributes 1

ステップ 3   

• string引数では、特定のLSP属性リストを指定します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）LSP属性リストから特定の属性を削除します。no sub-command

例：

Router(config-lsp-attr)# no
priority

ステップ 4   

• sub-command引数には、属性リストから削除する LSP
属性を指定します。

（任意）LSP属性リストの内容を表示します。list

例：

Router(config-lsp-attr)# list

ステップ 5   

•属性リストからパスオプション属性が削除されたこと
を確認する場合に listコマンドを使用します。

（任意）LSP属性コンフィギュレーションモードを終了し
ます。

exit

例：

Router(config-lsp-attr)# exit

ステップ 6   

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 7   

LSP 属性リスト内の属性の変更
LSP属性リスト内の属性を変更するには、次の作業を実行します。LSP属性リストによって、い
つでもMPLS TEトンネルトラフィックの要件に合うように拡張または変更可能な、柔軟なユー
ザインターフェイスが提供されます。LSP属性コンフィギュレーションモードは、特定のLSP属
性リストを表示したり、必要なパスオプション属性を変更したりするために使用します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng lsp attributes string
4. affinity value [mask value]
5. list
6. affinity value [mask value]
7. list
8. exit
9. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

LSP属性リストを設定し、LSP属性コンフィギュレーションモード
を開始します。

mpls traffic-eng lsp attributes
string

例：

Router(config)# mpls
traffic-eng lsp attributes 1

ステップ 3   

• string引数では、特定の LSP属性リストを指定します。

LSPを構成するリンクの属性フラグを指定します。affinity value [mask value]

例：

Router(config-lsp-attr)#
affinity 1 mask 1

ステップ 4   

• value引数は、LSPを構成するリンクで必要な値です。各ビッ
トの値は 0または 1です。

• mask valueのキーワードと引数の組み合わせは、どの属性値を
チェックする必要があるかを示します。

•マスクのビットが 0の場合、そのビットに対応するリン
クの属性値は関連しません。

•マスクのビットが 1の場合、そのリンクの属性値と、そ
のビットに対応するトンネルの必要なアフィニティは一

致する必要があります。

（任意）LSP属性リストの内容を表示します。list

例：

Router(config-lsp-attr)# list

ステップ 5   

•属性リストに設定されたパスオプション属性を表示する場合
に listコマンドを使用します。

LSPを構成するリンクの属性フラグを指定します。affinity value [mask value]

例：

Router(config-lsp-attr)#
affinity 0 mask 0

ステップ 6   

• value引数は、LSPを構成するリンクで必要な値です。各ビッ
トの値は 0または 1です。

• mask valueのキーワードと引数の組み合わせは、どの属性値を
チェックする必要があるかを示します。
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目的コマンドまたはアクション

•マスクのビットが 0の場合、そのビットに対応するリン
クの属性値は関連しません。

•マスクのビットが 1の場合、そのリンクの属性値と、そ
のビットに対応するトンネルの必要なアフィニティは一

致する必要があります。

（任意）LSP属性リストの内容を表示します。list

例：

Router(config-lsp-attr)# list

ステップ 7   

•属性リストでパスオプション属性が変更されたことを確認す
る場合に listコマンドを使用します。

（任意）LSP属性コンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

Router(config-lsp-attr)# exit

ステップ 8   

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 9   

LSP 属性リストの削除
LSP属性リストを削除するには、次の作業を実行します。この作業は、MPLS TEトンネルの LSP
属性リストに指定された LSP属性パスオプションが不要になった場合に実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. no mpls traffic-eng lsp attributes string
4. end
5. show mpls traffic-eng lsp attributes [string]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

デバイス設定から指定したLSP属性リストを削除します。no mpls traffic-eng lsp attributes string

例：

Router(config)# no mpls traffic-eng
lsp attributes 1

ステップ 3   

• string引数は、削除する特定の LSP属性リストを示
します。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

（任意）設定した LSP属性リストに関する情報を表示し
ます。

showmpls traffic-eng lsp attributes [string]

例：
Router# show mpls traffic-eng lsp
attributes

ステップ 5   

•ルータから LSP属性リストが削除されたことを確認
する場合に、showmpls traffic-eng lsp attributesコマ
ンドを使用します。

LSP 属性リスト内の属性の確認

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng lsp attributes string list
4. exit
5. end
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手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 configureterminal
このコマンドを使用して、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。次に例を示します。

例：

Router# configure terminal
Router(config)#

ステップ 3 mpls traffic-eng lsp attributes string list
このコマンドを使用して、特定のLSP属性リストのLSP属性コンフィギュレーションモードを開始して、
属性リストの内容が想定どおりであることを確認します。次に例を示します。

例：

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 1 list
LIST 1
bandwidth 1000
priority 1 1

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、LSP属性コンフィギュレーションモードを終了します。次に例を示します。

Router(config-lsp-attr)# exit

例：

Router(config)#

ステップ 5 end
このコマンドを使用して、特権 EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router(config)# exit
Router#
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すべての LSP 属性リストの確認
設定されているすべての LSP属性リストを確認するには、次の作業を実行します。次の作業を実
行し、すべての LSP属性リストを表示して、設定した属性リストが動作していることを確認しま
す。

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng lsp attributes string [details]
3. show running-config | begin text-string
4. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show mpls traffic-eng lsp attributes string [details]
このコマンドを使用して、設定されているすべての LSP属性リストが想定どおりであることを確認しま
す。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng lsp attributes
LIST 1
affinity 1 mask 1
bandwidth 1000
priority 1 1

LIST 2
bandwidth 5000

LIST hipriority
priority 0 0

!

ステップ 3 show running-config | begin text-string
このコマンドを使用して、設定されているすべての LSP属性リストが想定どおりであることを確認しま
す。コンフィギュレーションファイル内の LSP属性情報を検索するには、mpls traffic-eng lsp text-string
を指定して beginコマンド修飾子を使用します。次に例を示します。

例：

Router# show running-config | begin mpls traffic-eng lsp
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mpls traffic-eng lsp attributes 1
affinity 1 mask 1
bandwidth 1000
priority 1 1

!
mpls traffic-eng lsp attributes 2
bandwidth 5000

!
mpls traffic-eng lsp attributes hipriority
priority 0 0

.

.

.
Router#

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router# exit
Router>

LSP 属性リストと MPLS TE トンネルのパスオプションとの関連付け
LSP属性リストとMPLS TEトンネルのパスオプションを関連付けるには、次の作業を実行しま
す。この作業は、設定した LSP属性リストをMPLS TEトンネルのパスオプションに適用する場
合に必要です。

要件に応じて、異なるパスオプションに対して、異なる属性のセットを持つLSP属性リストを設
定できます。また、LSP属性リストは、同じ LSP属性を使用する複数の TEトンネルを設定する
ための簡単な方法でもあります。つまり、同じLSP属性リストを参照して、1つ以上のTEトンネ
ルの LSP固有のパラメータを設定できます。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. tunnel mode mpls traffic-eng
6. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool| global] bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng priority setup-priority [hold-priority]
9. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
10. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface tunnel
1

ステップ 3   

• type引数は、設定するインターフェイスのタイプです。

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

MPLS TEのトンネルのカプセル化モードを設定します。tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode
mpls traffic-eng

ステップ 5   

IGPにおける拡張 Shortest Path First（SPF）の計算において、（トンネ
ルがアップの場合に）トンネルを使用する必要があることを指定しま

す。

tunnel mpls traffic-eng autoroute
announce

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng autoroute announce

ステップ 6   

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
95

MPLS トラフィックエンジニアリング - LSP 属性
LSP 属性リストと MPLS TE トンネルのパスオプションとの関連付け



目的コマンドまたはアクション

MPLSTEトンネルで必要な帯域幅を設定し、その帯域幅をサブプール
またはグローバルプールに割り当てます。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth
[sub-pool| global] bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 1000

ステップ 7   

• sub-poolキーワードは、サブプールトンネルを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールトンネルを示します。
sub-poolキーワードがない場合、すべてのトンネルはグローバル
プールのものとなるため、このキーワードの入力は必須ではあり

ません。

• kbps引数は、MPLS TEトンネルで確保する kbps単位の帯域幅で
す。範囲は 1～ 4294967295です。

どの既存のトンネルを優先的に取得するかをシステムが決定する場合

に使用されるプライオリティを設定します。

tunnel mpls traffic-eng priority
setup-priority [hold-priority]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng priority 1 1

ステップ 8   

• setup-priority引数は、このトンネルでの LSPのシグナリング時に
既存のどのトンネルよりも優先的に取得できるかを決定するため

に使用されるプライオリティです。

有効な値の範囲は 0～ 7です。値が小さいほど、プライオリティが高
いことを示します。設定プライオリティが 0の LSPは、プライオリ
ティが 0以外のどの LSPよりも優先的に取得されます。

• hold-priority引数は、このトンネルの LSPと関連付けられた、シ
グナリングされている他のLSPの方を優先的に取得する必要があ
るかどうかを決定するためのプライオリティです。

有効な値は0～7であり、数字が小さいほど優先順位は高くなります。

LSP属性リストを追加して、MPLS TEトンネルのパスオプションの
LSP関連パラメータを指定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit
{namepath-name | path-number}

ステップ 9   

• number引数は、パスオプションを示します。[verbatim]} [attributes string]
[bandwidth [sub-pool | global] kbps]
[lockdown] • dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算さ

れることを示します（ルータによって最良パスが計算されます）。

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

• explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。

traffic-eng path-option 1
dynamic attributes 1 • name path-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パス

オプションの名前を示します。

例： • path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証
がバイパスされます。
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目的コマンドまたはアクション

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパス
オプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプション
はグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入力は

必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセーブ
ルになります。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 10   

異なる LSP 属性を使用するためのパスオプションの変更
パスオプションを変更して異なる LSP属性リストを使用するには、次の作業を実行します。

要件に応じて、異なるパスオプションに対して異なる属性のセットを持つLSP属性リストを設定
したり、パスオプションに関連付けられた属性のセットを変更したりできます。パスオプション

を変更して異なる LSP属性リストを使用するには、tunnel mpls traffic-eng path-option number
dynamic attributes stringコマンドをインターフェイスコンフィギュレーションモードで使用しま
す。attributes stringのキーワードと引数は、指定したパスオプションの新しい LSP属性リストを
示します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface
tunnel 1

ステップ 3   

• type引数は、設定するインターフェイスのタイプです。

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

LSP属性リストを追加して、MPLS TEトンネルのパスオプションの
LSP関連パラメータを指定します。

tunnelmpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit
{namepath-name | path-number}

ステップ 5   

• number引数は、パスオプションを示します。[verbatim]} [attributes string]
[bandwidth [sub-pool | global]
kbps] [lockdown] • dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算さ

れることを示します（ルータによって最良パスが計算されます）。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

• explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。

• namepath-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パスオ
プションの名前を示します。

traffic-eng path-option 1
dynamic attributes 1

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証が
バイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパス
オプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプション
はグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入力は

必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセーブ
ルになります。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

MPLS TE トンネルの LSP のパスオプションの削除
MPLS TEトンネルの LSPのパスオプションを削除するには、次の作業を実行します。MPLS TE
トンネルのトラフィック要件が変更された場合は、次の作業を実行してLSPのパスオプションを
削除します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. no tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
6. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface
tunnel 1

ステップ 3   

• type引数は、設定するインターフェイスのタイプです。

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

MPLS TEトンネルのパスオプションの LSP関連パラメータを指定す
る LSP属性リストを削除します。

no tunnel mpls traffic-eng
path-option number {dynamic |
explicit {namepath-name |

ステップ 5   

• number引数は、パスオプションを示します。path-number} [verbatim]}
[attributes string] [bandwidth
[sub-pool | global] kbps] [lockdown] • dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算さ

れることを示します（ルータによって最良パスが計算されます）。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# no tunnel

• explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。

• namepath-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パスオ
プションの名前を示します。

mpls traffic-eng path-option 1
dynamic attributes 1

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証が
バイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパス
オプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプション
はグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入力は

必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセーブ
ルになります。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   
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LSP が正しい属性を使用してシグナリングされていることの確認

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]
3. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]
このコマンドを使用して、指定したトンネルでLSPが正しい属性を使用してシグナリングされていること
を確認します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels tunnel1
Name: Router-t1 (Tunnel1) Destination: 10.10.10.12
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 2, type explicit path2 (Basis for Setup, path weight 65834)

Config Parameters:
Bandwidth: 1000 kbps (Global) Priority: 1 1 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: IGP (global)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 1 bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 2 is active
BandwidthOverride: enabled LockDown: disabled Verbatim: disabled
Bandwidth Override:
Signalling: 1 kbps (Global)
Overriding: 1000 kbps (Global) configured on tunnel

この出力では、トンネル tunnel1で次の属性がシグナリングされていることが示されています。affinity 0
mask 0、auto-bw disabled、bandwidth 1000、lockdown disabled、および priority 1 1。

ステップ 3 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。
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例：

Router# exit
Router>

帯域幅上書きのパスオプションの設定

ここでは、帯域幅上書きのパスオプションを設定するための次の作業について説明します。

path-optionパラメータとして帯域幅を設定すると、path-optionパラメータとして LSP属性リス
トを設定することはできなくなります。

（注）

TE トンネルのフォールバック帯域幅パスオプションの設定
TEトンネルのフォールバック帯域幅パスオプションを設定するには、次の作業を実行します。
次の作業を実行して、トンネルのヘッドエンドで LSPの確立に失敗するたびに帯域幅の制約が緩
和されるパスオプションを設定します。

帯域幅上書きのパスオプション機能を設定することにより、パスオプションにおける帯域幅の制

約を一時的に緩和して、TEトンネルで LSPが設定される確率を高めることができます。TEトン
ネルで帯域幅上書きのパスオプションが使用されている場合、トラフィックエンジニアリング

ソフトウェアでは、帯域幅が元々設定されているより適したパスオプションが使用されるよう

に、30秒ごとにトンネルの再最適化が試みられます。帯域幅上書きのパスオプション機能は帯域
幅の制約を一時的に緩和することを目的として設計されています。すべてのトラフィックエンジ

ニアリングトンネルの再最適化を即時に実行する場合は、mplstraffic-engreoptimizeコマンドを使
用できます。また、帯域幅上書きに lockdownコマンドを設定して、自動再最適化を防止できま
す。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface
tunnel 1

ステップ 3   

• type引数は、設定するインターフェイスのタイプです。

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

帯域幅上書きのパスオプションを追加して、MPLSTEトンネルのパス
オプションに帯域幅フォールバックを指定します。

tunnelmpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit
{namepath-name | path-number}

ステップ 5   

• number引数は、パスオプションを示します。[verbatim]} [attributes string]
[bandwidth [sub-pool | global]
kbps] [lockdown] • dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算さ

れることを示します（ルータによって最良パスが計算されます）。

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

• explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。

traffic-eng path-option 1
dynamic bandwidth 500 • namepath-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パスオ

プションの名前を示します。

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証が
バイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパス
オプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプション
はグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入力は

必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセーブ
ルになります。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

帯域幅上書きのパスオプションの帯域幅の変更

帯域幅上書きのパスオプションの帯域幅を変更するには、次の作業を実行します。トンネルの

ヘッドエンドでLSPが確実に確立されるようにするために、パスオプションの帯域幅の制約をさ
らに緩和または変更する必要がある場合があります。

帯域幅上書きのパスオプション機能は帯域幅の制約を一時的に緩和することを目的として設計さ

れています。すべてのトラフィックエンジニアリングトンネルの再最適化を即時に実行する場合

は、mplstraffic-engreoptimizeコマンドを使用できます。また、帯域幅上書きに lockdownコマン
ドを設定して、自動再最適化を防止できます。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
6. end
7. show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface tunnel
1

ステップ 3   

• type引数は、設定するインターフェイスのタイプです。

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

帯域幅上書きのパスオプションを追加して、MPLS TEトンネルのパ
スオプションに帯域幅フォールバックを指定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit
{namepath-name | path-number}

ステップ 5   

• number引数は、パスオプションを示します。[verbatim]} [attributes string]
[bandwidth [sub-pool | global] kbps]
[lockdown]
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目的コマンドまたはアクション

• dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算
されることを示します（ルータによって最良パスが計算されま

す）。
例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng path-option 2
dynamic bandwidth 500

• explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。

例： • name path-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パス
オプションの名前を示します。

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証
がバイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパス
オプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示します。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプショ
ンはグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入

力は必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセー
ブルになります。

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

（任意）トンネルの情報を表示します。show mpls traffic-eng tunnels
tunnel-interface [brief]

ステップ 7   

•どの帯域幅パスオプションが LSPで使用されているかを確認す
る場合に show mpls traffic-eng tunnelsコマンドを使用します。例：

Router# show mpls traffic-eng
tunnels tunnel1
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帯域幅上書きのパスオプションの削除

帯域幅上書きのパスオプションの帯域幅を削除するには、次の作業を実行します。帯域幅上書き

のパスオプション機能は帯域幅の制約を一時的に緩和することを目的として設計されています。

次の作業を実行して、帯域幅の上書きが不要な場合にこれを削除します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. tunnel destination {hostname | ip-address}
5. no tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {namepath-name | path-number}

[verbatim]} [attributes string] [bandwidth [sub-pool | global] kbps] [lockdown]
6. end
7. show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel
1

ステップ 3   

• number引数は、作成または設定するトンネルインターフェイス
の番号です。

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname |
ip-address}

ステップ 4   

• hostname引数は、ホスト宛先の名前です。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.10.10.12

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト宛
先の IPアドレスです。

MPLS TEトンネルのパスオプションの帯域幅フォールバックを指定
する帯域幅上書きのパスオプションを削除します。

no tunnel mpls traffic-eng
path-option number {dynamic |
explicit {namepath-name |

ステップ 5   

• number引数は、パスオプションを示します。path-number} [verbatim]} [attributes
string] [bandwidth [sub-pool |
global] kbps] [lockdown] • dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算

されることを示します（ルータによって最良パスが計算されま

す）。
例：

Router(config-if)# no tunnel • explicitキーワードは、パスオプションが指定されていることを
示します。パスの IPアドレスを指定します。mpls traffic-eng path-option 2

dynamic bandwidth 500

• name path-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パス
オプションの名前を示します。

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証
がバイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用で
きます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパ
スオプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示しま
す。

• globalキーワードは、グローバルプールパスオプションを示し
ます。sub-poolキーワードがない場合、すべてのパスオプショ
ンはグローバルプールのものとなるため、このキーワードの入

力は必須ではありません。

• kbps引数は、パスオプションで確保するkbpsの数値です。範囲
は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセー
ブルになります。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）終了して、特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 6   

（任意）トンネルの情報を表示します。show mpls traffic-eng tunnels
tunnel-interface [brief]

ステップ 7   

•どの帯域幅パスオプションが LSPで使用されているかを確認す
る場合に show mpls traffic-eng tunnelsコマンドを使用します。例：

Router# show mpls traffic-eng
tunnels tunnel1

LSP が正しい帯域幅を使用してシグナリングされていることの確認

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]
3. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]
このコマンドを使用して、LSPが正しい帯域幅を使用してシグナリングされていること、およびトンネル
に設定されている帯域幅が上書きされていることを確認します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels tunnel21
Name: Router-t21 (Tunnel21) Destination: 10.10.10.12
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 2, type explicit path2 (Basis for Setup, path weight 65834)
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path option 1, type explicit path1
Config Parameters:
Bandwidth: 1000 kbps (Global) Priority: 1 1 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: IGP (global)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 1 bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 2 is active
BandwidthOverride: enabled LockDown: disabled Verbatim: disabled
Bandwidth Override:
Signalling: 500 kbps (Global)
Overriding: 1000 kbps (Global) configured on tunnel

帯域幅の上書きがアクティブにシグナリングされている場合は、show mpls traffic-eng tunnelコマンドに
よって Active Path Option Parametersという見出しの下に帯域幅の上書き情報が表示されます。この例で
は、帯域幅の上書き（BandwidthOverride）がイネーブルになっており、トンネルが path-option 2を使用し
てシグナリングされていることが示されています。シグナリングされている帯域幅は500です。これは、
パスオプション 2に設定されている値であり、トンネルインターフェイスに設定されている 1000 kbpsの
帯域幅が上書きされています。

ステップ 3 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router# exit
Router>

トラブルシューティングのヒント

トンネルの状態がダウンであり、帯域幅の上書きがイネーブルにされた path-optionを設定してあ
る場合、show mpls traffic-eng tunnelsコマンドを実行すると、トンネルが確立されていない他の
理由が示されます。次に例を示します。

•トンネル宛先がルーティングテーブルにない。

•帯域幅の上書きの値がゼロではない場合に、帯域幅の制約がまだ大きすぎる。

• affinityなどの、トンネルに設定されている他の属性によって、既存のトポロジ上におけるパ
スの計算が妨げられている。

•トンネル宛先に到達するために必要なすべてのリンクに TEが設定されていない。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの設定例

LSP 属性リストの設定：例

LSP 属性リストの設定：例
次の例は、番号 1で識別される LSP属性リストで LSP関連の属性（アフィニティ、帯域幅、およ
び優先度）を設定する方法を示しています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 1
Router(config-lsp-attr)# affinity 7 7
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# exit

LSP 属性リストへの属性の追加：例
次の例は、番号 1で識別される LSP属性リストへの protection属性の追加を示しています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 1
Router(config-lsp-attr)# affinity 7 7
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# protection fast-reroute
Router(config-lsp-attr)# exit

LSP 属性リストからの属性の削除：例
次の例は、文字列 simpleで識別されるLSP属性リストからのpriority属性の削除を示しています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes simple
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# list
LIST simple
priority 1 1
!
Router(config-lsp-attr)# no priority
Router(config-lsp-attr)# list
LIST simple
!
Router(config-lsp-attr)# exit

LSP 属性リスト内の属性の変更：例
次の例は、番号 5で識別される LSP属性リスト内の帯域幅の変更を示しています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 5
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Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# list
LIST 5
bandwidth 1000
priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 500
Router(config-lsp-attr)# list
LIST 5
bandwidth 500
priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# exit

LSP 属性リストの削除：例
次の例は、番号 1で識別される LSP属性リストの削除を示しています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 1
Router(config-lsp-attr)# affinity 7 7
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1

Router(config-lsp-attr)# exit
!
Router(config)# no mpls traffic-eng lsp attributes 1

LSP 属性リストと TE トンネルのパスオプションとの関連付け：例
次の例は、番号 3で識別される LSP属性リストをパスオプション 1に関連付けています。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 3
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 2 2
Router(config-lsp-attr)# protection fast-reroute
Router(config-lsp-attr)# exit
!
!
Router(config)# interface Tunnel 1
Router(config-if)# ip unnumbered FastEthernet1/0/1
Router(config-if)# tunnel destination 10.112.0.12
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng affinity 1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 5000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic attributes 3

この設定では、LSPは次の属性を持ちます。

{bandwidth = 1000
priority = 2 2
affinity 1
reroute enabled.
}

パスオプションによって参照される LSP属性リストは、トンネルインターフェイスに設定され
た値よりも優先されます。
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異なる LSP 属性を使用するためのパスオプションの変更：例
次の例は、パスオプション 1を変更して、番号 1で識別される LSP属性リストを使用していま
す。

Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 1
Router(config-lsp-attr)# affinity 7 7
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 500
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# exit
Router(config)# mpls traffic-eng lsp attributes 2
Router(config-lsp-attr)# bandwidth 1000
Router(config-lsp-attr)# priority 1 1
Router(config-lsp-attr)# exit
Router(config)# interface Tunnel 1
Router(config-if)# ip unnumbered FastEthernet1/0/1
Router(config-if)# tunnel destination 10.112.0.12
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng affinity 1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 5000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic attributes 1

この設定では、LSPは次の属性を持ちます。

{affinity = 7 7
bandwidth = 500
priority = 1 1
}

MPLS TE トンネルの LSP のパスオプションの削除：例
次の例は、TEトンネルの LSPのパスオプション 1の削除を示しています。

Router(config)# interface Tunnel 1
Router(config-if)# ip unnumbered FastEthernet1/0/1
Router(config-if)# tunnel destination 10.112.0.12
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng affinity 1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 5000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit path1 attributes 1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 2 explicit path2 attributes 2
!
!
Router(config-if)# no tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit path1 attributes 1

帯域幅上書きのパスオプションの設定：例

帯域幅上書きのパスオプションの設定：例

次に、パスオプションを設定して帯域幅を上書きする例を示します。

Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path1 ?
attributes Specify an LSP attribute list
bandwidth override the bandwidth configured on the tunnel
lockdown not a candidate for reoptimization
<cr>

Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path1 bandwidth ?
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<0-4294967295> bandwidth requirement in kbps
sub-pool tunnel uses sub-pool bandwidth

Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path1 bandwidth 500
?

lockdown not a candidate for reoptimization
<cr>

path-optionパラメータとして帯域幅を設定すると、path-optionパラメータとして LSP属性リス
トを設定することはできなくなります。

（注）

TE トンネルのフォールバック帯域幅パスオプションの設定：例
次の例は、tunnel mpls traffic-eng path-optionコマンドを使用して複数のパスオプションを設定す
る例を示しています。

interface Tunnel 1
ip unnumbered Loopback0
tunnel destination 10.10.10.12
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path1
tunnel mpls traffic-eng path-option 2 explicit name path2 bandwidth 500
tunnel mpls traffic-eng path-option 3 dynamic bandwidth 0
end

デバイスでは、次のように優先度順に LSPのパスオプションが選択されます。

•デバイスでは、パスオプションを使用して、path-option 1から LSPのシグナリングが試みら
れます。

path-option 1には帯域幅が設定されていないため、デバイスでは、トンネルインターフェイスに
設定された 1000 kbpsの帯域幅を使用して LSPのシグナリングが試みられます。

•ネットワークで 1000 kbpsの帯域幅を利用できない場合、デバイスは、path-option 2を使用し
て LSPの確立を試みます。

path-option 2には、500 kbpsの帯域幅が設定されています。これにより、トンネルインターフェ
イスに設定されている元の 1000 kbpsの帯域幅の制約が緩和されます。

• 500 kbpsが利用できない場合、デバイスは、path-option 3を使用してLSPの確立を試みます。

path-option 3はダイナミックとして設定されており、帯域幅は 0です。宛先までの IPパスが存在
し、他のすべてのトンネル制約が満たされる場合、デバイスで LSPが確立されます。
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帯域幅上書きのパスオプションの帯域幅の変更：例

次の例は、帯域幅上書きのパスオプションの帯域幅を変更する方法を示しています。path-option
3が帯域幅 100 kbpsの明示パスに変更されています。また、path-option 4が帯域幅 0に設定されて
います。

interface Tunnel 1
ip unnumbered Loopback0
tunnel destination 10.10.10.12
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path1
tunnel mpls traffic-eng path-option 2 explicit name path2 bandwidth 500
tunnel mpls traffic-eng path-option 3 dynamic bandwidth 0
!
!
Router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path3 bandwidth 100
Router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 4 dynamic bandwidth 0

MPLS TE トンネルの LSP のパスオプション帯域幅値の削除：例
次の例は、MPLS TEトンネルの LSPのパスオプション 3の帯域幅を削除する方法を示していま
す。

interface Tunnel 1
ip unnumbered Loopback0
tunnel destination 10.10.10.12
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path1
tunnel mpls traffic-eng path-option 2 explicit name path2 bandwidth 500
tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path3 bandwidth 100
tunnel mpls traffic-eng path-option 4 dynamic bandwidth 0
!
Router(config)# no tunnel mpls traffic-eng path-option 3 explicit name path3 bandwidth 100

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLS TEコマンドの説明
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標準

タイトル標準

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。
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MPLS トラフィックエンジニアリング LSP 属性の機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 4：MPLS トラフィックエンジニアリング LSP 属性の機能情報

機能情報リリース機能名

このマニュアルでは、マルチプ

ロトコルラベルスイッチング

（MPLS）トラフィックエンジ
ニアリング（TE）トンネルに
関連付けられたパスオプショ

ンのラベルスイッチドパス

（LSP）属性の設定方法につい
て説明します。

MPLSトラフィックエンジニア
リング - LSP属性機能は、
MPLS TEを拡張して、LSP属
性リスト機能と帯域幅上書きの

パスオプション機能を提供し

ます。これらの機能によって、

MPLS TEトンネルパスオプ
ションの LSP属性を柔軟に設
定できるようになります。LSP
属性リストを使用すると、TE
トンネルのパスオプションに

対して複数の LSP属性を適用
できます。必要な LSP属性が
帯域幅だけである場合、帯域幅

上書きのパスオプションを設

定できます。

次のコマンドが追加または変更

されました。affinity（LSP属
性）、bandwidth（LSP属
性）、exit（LSP属性）、list
（LSP属性）、lockdown（LSP
属性）、mpls traffic-eng lsp
attributes、priority（LSP属
性）、protection（LSP属
性）、record-route（LSP属
性）、show mpls traffic-eng lsp
attributes、および show mpls
traffic-eng tunnels

Cisco IOS XE Release 2.3MPLSトラフィックエンジニア
リング LSP属性
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用語集
帯域幅：ネットワーク信号に対して使用可能な最高周波数と最低周波数の差。この用語は、特定

のネットワークメディアまたはプロトコルの定格スループット容量を表す場合にも使用されま

す。信号を伝達するために必要な周波数範囲をヘルツ（Hz）単位で測定したものです。たとえば、
通常、音声信号は約 7 kHzの帯域幅を必要とし、データトラフィックは約 50 kHzの帯域幅を必要
とします。

帯域幅予約：帯域幅をユーザや、ネットワークで提供されているアプリケーションに割り当てる

プロセス。このプロセスには、重要度および遅延の許容度に基づいてトラフィックのさまざまな

フローにプライオリティを割り当てる処理が含まれます。これにより利用可能な帯域幅が最大限

活用され、ネットワークで輻輳が発生した場合にプライオリティが低いトラフィックをドロップ

できます。帯域幅割り当てと呼ばれることもあります。

グローバルプール：マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリ
ングリンクに割り当てられた帯域幅の合計。

ラベルスイッチドパス（LSP）トンネル：パケットの伝送にラベルスイッチングが使用される、
2台のルータ間に設定された接続。

LSR：Label Switch Router（ラベルスイッチルータ）。ネイティブなレイヤ 3パケットを転送で
きるマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ノード。LSRは、パケットに付加されたラ
ベルの値に基づいてパケットを転送します。

MPLSTE：マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング（以
前は「RRR」（リソース予約ルーティング）と呼ばれていました）。ラベルスイッチングを使用
してトラフィックパフォーマンスを向上させるとともに、ネットワークリソースが効率的に使用

されるようにします。

サブプール：マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリングリ
ンク内の限定的な帯域幅。サブプールは、リンクの全体的なグローバルプール帯域幅の一部で

す。

TE：トラフィックエンジニアリング。標準のルーティング方式が使用されていた場合に選択され
たであろうパス以外のパス上のネットワーク経由でトラフィックを転送するために使用されるテ

クニックとプロセス。トラフィックのパフォーマンスとネットワークリソース利用の両方を同時

に最適化することを目的としてインターネットトラフィックを測定、モデル化、および制御する

ために科学的な原理と技術を適用することを指します。

トラフィックエンジニアリングトンネル：トラフィックエンジニアリングに使用されるラベル

スイッチドトンネル。このようなトンネルは、通常のレイヤ 3ルーティング以外の方法で設定し
ます。レイヤ 3ルーティングでトンネルが使用するパス以外のパスでトラフィックを転送するた
めに使用します。

トンネル：2つのピア（2つのルータなど）間のセキュアな通信パス。
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第 6 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動
トンネルメッシュグループ

MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループ機能を使用すると、ネッ
トワーク管理者はいくつかのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドを使用してトラ
フィックエンジニアリング（TE）ラベルスイッチドパス（LSP）を設定できます。

エッジ TEラベルスイッチルータ（LSR）がコア LSRによって接続されているネットワークト
ポロジでは、MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループ機能によ
りプロバイダーエッジ（PE）デバイス間の TE LSPのメッシュが自動的に構成されます。

• 機能情報の確認, 122 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループの前提条件, 122
ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループの制約事項, 122
ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループについて, 123 ペー
ジ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループの設定方法, 125
ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループの設定例, 137 ペー
ジ

• その他の参考資料, 138 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループの機能情報, 139
ページ

• 用語集, 141 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループの前提条件

• MPLSTEに関する知識が必要です。その他の参考資料,（138ページ）を参照してください。

•自動トンネルのセットアップ方法を決定してください（テンプレートインターフェイスに含
めるトンネルコマンドを決定してください）。

•メッシュトンネルインターフェイス用として予約するアドレスのブロックを識別してくだ
さい。

MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループの制約事項

•メッシュグループでは、エリア間トンネルはサポートされていません。これは、これらのト
ンネルの宛先がローカルエリア TEデータベースに存在しないためです。

•自動トンネルメッシュグループ TEトンネルを介してトラフィックをルーティングするよう
にスタティックルートを設定することはできません。トンネルの選択には自動ルートだけを

使用する必要があります。

• Intermediate System-to-System（IS-IS）では、Interior Gateway Protocol（IGP）によるメッシュ
グループ情報の配布はサポートされていません。IS-ISの場合、アクセスコントロールリス
ト（ACL）だけを使用できます。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループについて

自動トンネルメッシュグループの説明および利点

自動トンネルメッシュグループ（メッシュグループと呼びます）は、ネットワーク内のエッジ

LSR間の接続セットです。次の 2種類のメッシュグループがあります。

•フル：すべてのエッジ LSRが相互に接続されます。各 PEデバイスには、他の各 PEデバイ
スへのトンネルがあります。

•部分：一部のエッジ LSRはトンネルによって相互に接続されません。

エッジTELSRがコアLSRによって接続されているネットワークトポロジでは、MPLSトラフィッ
クエンジニアリング -自動トンネルメッシュグループ機能により PEデバイス間のTELSPのメッ
シュが自動的に構成されます。

最初に、最小限のコンフィギュレーションコマンドを使用して、既存の各 TE LSRをメッシュの
メンバに設定する必要があります。ネットワークが拡大した場合（つまり、1つまたは複数の TE
LSRが PEデバイスとしてネットワークに追加された場合）、そのメッシュの既存の TE LSRメン
バを再設定する必要はありません。

メッシュグループには、次の利点があります。

•ネットワークの初期設定が最小限に抑えられます。メッシュごとに 1つのテンプレートイン
ターフェイスを設定します。必要に応じて、そのテンプレートインターフェイスがすべての

メッシュトンネルインターフェイスに伝播されます。

•今後のネットワークの拡大に伴って必要になる設定が最小限に抑えられます。この機能を使
用すると、新しい PEデバイスがネットワークに追加されたときに、完全メッシュの TE LSP
を確立するように既存の各 TE LSRを再設定する必要がなくなります。

•既存のデバイスで新しい PEデバイスに対して TE LSPを設定できます。

• PEデバイス間の TE LSPのメッシュを自動的に構成できます。

メッシュトンネルインターフェイスのアクセスリスト

アクセスリストでは、メッシュトンネルインターフェイスの宛先アドレスを決定します。これ

は、関連する IPアドレスのブロックを事前に割り当てる場合に役立ちます。そのアドレスブロッ
クを使用して、完全メッシュまたは部分メッシュのTEトンネルLSPが確立される PEデバイスを
制御できます。アクセスリストでは、学習され、TEトポロジデータベースに格納されるアドレ
スの一致だけが許可されます。
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たとえば、10.1.1.1の IPアドレスすべてに一致するアクセスリストを作成できます。アクセスリ
スト付きのテンプレートを設定すると、そのテンプレートによって、アクセスリスト内の宛先と

一致する、TEトポロジデータベース内の宛先へのメッシュトンネルインターフェイスが作成さ
れます。

TEトポロジデータベースが更新されたとき（たとえば、新しいTELSRが InteriorGatewayProtocol
（IGP）に挿入されたとき）、常に宛先アドレスが IGP内の各デバイスのTEトポロジデータベー
スに格納されます。更新が行われるたびに、メッシュグループ機能により、データベース内の宛

先アドレスと、すべてのテンプレートインターフェイスに関連付けられているアクセスリスト内

の IPアドレスが比較されます。一致が見つかった場合、メッシュグループ機能によりトンネルの
宛先 IPアドレスへのメッシュトンネルインターフェイスが確立されます。

自動トンネルテンプレートインターフェイス

自動トンネルテンプレートインターフェイスは論理エンティティです。つまり、特定のトンネル

インターフェイスに結合されていないトンネルインターフェイスの設定です。これは、必要に応

じてダイナミックに適用できます。

メッシュトンネルインターフェイスは、作成、ダイナミックな設定（たとえば、テンプレート

インターフェイスの適用またはクローン作成による）、使用、および解放（不要になったとき）

が順番に行われるトンネルインターフェイスです。

メッシュトンネルインターフェイスはその設定情報をテンプレートから取得します。ただし、ト

ンネルの宛先アドレスについては例外で、アクセスリストと一致する TEトポロジデータベース
または IGPメッシュグループアドバタイズメントから取得されます。

テンプレートインターフェイスでは、コマンドをメッシュグループごとに 1回入力できます。こ
れらのコマンドでは、メッシュトンネルインターフェイスの作成方法を指定します。ネットワー

クに新しいデバイスが追加されるたびに、新しいメッシュトンネルインターフェイスが作成され

ます。インターフェイスの設定はテンプレートから複製されます。各メッシュトンネルインター

フェイスには、テンプレートインターフェイスに設定されているパス制約と他のパラメータが同

様に適用されます。ただし、トンネルの宛先アドレスだけが異なります。

メッシュグループ情報の OSPF フラッディング
OSPFでメッシュグループ情報をアドバタイズまたはフラッディングできるようにするには、OSPF
でメッシュグループを設定し、そのメッシュグループを自動テンプレートインターフェイスに

追加する必要があります。設定が完全な場合、OSPFはメッシュグループ IDをすべての LSRに
アドバタイズします。MPLSTELSPは自動的に各メッシュグループのエッジLSRを接続します。
設定については、自動トンネルメッシュグループの IGPフラッディングの設定, （134ページ）
を参照してください。

OSPFは、OSPFエリアのメッシュグループ IDをアドバタイズできます。MPLSトラフィックエ
ンジニアリング -自動トンネルメッシュグループ機能の一部のソフトウェアリリースでは、OSPF
のみが IGPでサポートされます。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループの設定方法

TE トンネル LSP のメッシュの設定
TEトンネル LSPのメッシュを設定するには、ネットワーク内の各 PEデバイスで次の作業を実行
します。

これらの作業は任意の順序で実行できます。（注）

自動トンネルメッシュグループのグローバルなイネーブル化

この作業は、ネットワークで自動トンネルメッシュグループに含めるすべての PEデバイスで実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

自動トンネルメッシュグループをグローバルにイ

ネーブルにします。

mpls traffic-eng auto-tunnel mesh

例：

Device(config)# mpls traffic-eng
auto-tunnel mesh

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config)# end

ステップ 4   

名前を使用したアクセスリストの作成

アクセスリストでは、メッシュトンネルインターフェイスの宛先アドレスを決定します。アク

セスリストを使用して、完全メッシュまたは部分メッシュの TEトンネル LSPが確立される PE
デバイスを制御できます。アクセスリストでは、学習され、TEトポロジデータベースに格納さ
れるアドレスの一致だけが許可されます。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip access-list {standard | extended} access-list-name
4. permit source [source-wildcard]
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

名前を使用して IPアクセスリストを定義し、標準の名前付きアクセスリ
ストコンフィギュレーションモードを開始します。

ip access-list {standard |
extended} access-list-name

例：

Device(config)# ip
access-list standard a1

ステップ 3   

• standardキーワードでは、標準 IPアクセスリストを指定します。

• extendedキーワードでは、拡張 IPアクセスリストを指定します。

• access-list-name引数は、アクセスリストの名前です。名前にスペー
スまたは引用符を含めることはできません。また、名前の先頭は英

文字にする必要があります。これにより、番号付きアクセスリスト

との混同が防止されます。

パケットが名前付き IPアクセスリストを通過できる条件を設定します。permit source [source-wildcard]

例：

Device(config-std-nacl)#

ステップ 4   

• source引数は、パケットの送信元のネットワークまたはホストの番
号です。送信元を指定する場合、代わりに次の 3つの方法を使用で
きます。

permit 10.0.0.0
0.255.255.255 • 4つの部分で構成されるドット付き 10進表記の 32ビット数量

を使用する。

• anyキーワードを、sourceおよび source-wildcard（0.0.0.0
255.255.255.255）の短縮形として使用します。

• host送信元を sourceおよび source-wildcardの値 source 0.0.0.0の
省略形として使用する。

• source-wildcard引数は、送信元に適用するワイルドカードビットで
す。送信元のワイルドカードを指定するには、次の 3つの方法から
選択します。

• 4つの部分で構成されるドット付き 10進表記の 32ビット数量
を使用する。無視するビット位置には 1を入力します。

• anyキーワードを、sourceおよび source-wildcard（0.0.0.0
255.255.255.255）の短縮形として使用します。

• host送信元を sourceおよび source-wildcardの値 source 0.0.0.0の
省略形として使用する。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-std-nacl)#
end

ステップ 5   
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自動トンネルテンプレートインターフェイスの作成

自動トンネルテンプレートインターフェイスを作成するとネットワークの初期設定が簡単になり

ます。メッシュごとに 1つのテンプレートインターフェイスを設定します。必要に応じて、その
テンプレートインターフェイスがすべてのメッシュトンネルインターフェイスに伝播されます。

次のコマンドを使用して、最小限の設定を作成できます。（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface auto-template interface-num
4. ip unnumbered interface-type interface-number
5. tunnelmode {aurp | cayman | dvmrp | eon | gre | ipip | iptalk |mpls | nos}
6. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
7. tunnel mpls traffic-eng priority setup-priority [hold-priority]
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic | explicit {name path-name | path-number}}

[lockdown]
9. tunnel destination access-list num
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

テンプレートインターフェイスを作成し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interface auto-template interface-num

例：

Device(config)# interface
auto-template 1

ステップ 3   

• interface-num引数は、インターフェイス番号です。有効な値
は、1～ 25です。
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目的コマンドまたはアクション

明示的な IPアドレスをインターフェイスに割り当てずにインター
フェイス上の IP処理をイネーブルにします。

ip unnumbered interface-type
interface-number

例：

Device(config-if)# ip unnumbered
Loopback 0

ステップ 4   

• type引数および number引数では、デバイスに IPアドレスが
割り当てられている別のインターフェイスのタイプと番号を

指定します。番号付けされていない別のインターフェイスは

指定できません。

トンネルインターフェイスのカプセル化モードを設定します。tunnelmode {aurp | cayman | dvmrp |
eon | gre | ipip | iptalk |mpls | nos}

ステップ 5   

例：

Device(config-if)# tunnel mode
mpls

IGPが拡張最短パス優先アルゴリズム（SPF）計算で（トンネルが
アップしている場合）トンネルを使用するように指定します。

tunnel mpls traffic-eng autoroute
announce

例：

Device(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng autoroute announce

ステップ 6   

MPLS TEトンネルの設定および予約プライオリティを設定しま
す。

tunnel mpls traffic-eng priority
setup-priority [hold-priority]

例：

Device(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng priority 1 1

ステップ 7   

• setup-priority引数は、このトンネルに対して LSPがシグナリ
ングされるときに使用されるプライオリティであり、プリエ

ンプション処理の対象にできる既存のトンネルを決定しま

す。有効な値は 0～ 7であり、数字が小さいほど優先順位は
高くなります。したがって、設定プライオリティが 0の LSP
は、プライオリティが 0以外のどのLSPよりも優先的に取得
されます。

• hold-priority引数は、このトンネルの LSPに関連付けられた
プライオリティであり、シグナリングされている他のLSPの
方を優先的に取得する必要があるかどうかを決定します。有

効な値は 0～ 7であり、数字が小さいほど優先順位は高くな
ります。

MPLS TEトンネルのパスオプションを設定します。tunnel mpls traffic-eng path-option
number {dynamic | explicit {name
path-name | path-number}} [lockdown]

ステップ 8   

• number引数は、パスオプションの番号です。複数のパスオ
プションを設定すると、低い番号が割り当てられているオプ

ションが優先されます。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Device(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng path-option 1 dynamic

• dynamicキーワードでは、LSPのパスがダイナミックに計算
されるように指定します。

• explicitキーワードは、LSPのパスが IP明示パスの場合に指
定します。

• name path-nameのキーワードと引数のペアは、トンネルがこ
のオプションで使用する IP明示パスのパス名です。

• path-number引数は、トンネルがこのオプションで使用する
IP明示パスのパス番号です。

• lockdownキーワードは、LSPを再最適化できないようにする
場合に指定します。

メッシュトンネルインターフェイス宛先アドレスを取得するため

にテンプレートインターフェイスで使用されるアクセスリストを

指定します。

tunnel destination access-list num

例：

Device(config-if)# tunnel
destination access-list 1

ステップ 9   

• num引数は、アクセスリストの番号です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config)# end

ステップ 10   

メッシュトンネルインターフェイス番号の範囲の指定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng auto-tunnel mesh tunnel-num min nummax num
4. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

メッシュトンネルインターフェイス番号の範囲を指定しま

す。

mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
tunnel-num min nummax num

例：

Device(config)# mpls traffic-eng

ステップ 3   

• min numのキーワードと引数のペアでは、メッシュト
ンネルインターフェイス番号の範囲の開始番号を指定

します。有効値は 1～ 65535です。auto-tunnel mesh tunnel-num min 1000
max 2000

• max numのキーワードと引数のペアでは、メッシュト
ンネルインターフェイス番号の範囲の終了番号を指定

します。有効値は 1～ 65535です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config)# end

ステップ 4   

トンネルに関する設定情報の表示

手順の概要

1. enable
2. show running interface auto-template num
3. show interface tunnel num configuration
4. exit
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手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Device> enable
Device#

ステップ 2 show running interface auto-template num
このコマンドを使用して、トンネル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情報

を表示します。次に例を示します。

例：

Device# show running interface auto-template 1
interface auto-template1
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
no keepalive
tunnel destination access-list 1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

この出力では、自動トンネルテンプレートインターフェイス auto-template1でアクセスリスト（access-list
1）を使用してメッシュトンネルインターフェイスの宛先アドレスが確認されています。

ステップ 3 show interface tunnel num configuration
このコマンドを使用して、メッシュトンネルインターフェイスの設定を表示します。次に例を示します。

例：

Device# show interface tunnel 5 configuration
interface tunnel 5
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
no keepalive
tunnel destination access-list 1
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Device# exit
Device>
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自動トンネルメッシュネットワークの監視

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng tunnels property auto-tunnel mesh [brief]
3. show mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
4. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。

例：

Device> enable
Device#

ステップ 2 show mpls traffic-eng tunnels property auto-tunnel mesh [brief]
このコマンドを使用して、メッシュトンネルインターフェイスを監視します。このコマンドでは、show
mpls traffic-eng tunnelsコマンドの出力にメッシュトンネルインターフェイスだけを表示するように制限
します。次に例を示します。

例：

Device# show mpls traffic-eng tunnels property auto-tunnel mesh brief
Signalling Summary:
LSP Tunnels Process: running
RSVP Process: running
Forwarding: enabled
Periodic reoptimization: every 3600 seconds, next in 491 seconds
Periodic FRR Promotion: Not Running
Periodic auto-bw collection: disabled
TUNNEL NAME DESTINATION UP IF DOWN IF
STATE/PROT
device_t64336 10.2.2.2 - Se2/0
up/up
device_t64337 10.3.3.3 - Se2/0
up/up
Displayed 2 (of 2) heads, 0 (of 0) midpoints, 0 (of 0) tails

ステップ 3 show mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
このコマンドを使用して、各自動テンプレートインターフェイスのメッシュトンネルインターフェイス

のクローン、およびメッシュトンネルインターフェイス番号の現在の範囲を表示します。次に例を示し

ます。
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例：

Device# show mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
Auto-Template1:
Using access-list 1 to clone the following tunnel interfaces:
Destination Interface
----------- ---------
10.2.2.2 Tunnel64336
10.3.3.3 Tunnel64337

Mesh tunnel interface numbers: min 64336 max 65337

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Device# exit
Device>

トラブルシューティングのヒント

メッシュトンネルインターフェイスは直接設定できます。ただし、それらを手動で削除すること

はできません。また、手動設定は永続的なものではありません。テンプレートが変更されたり、

メッシュトンネルインターフェイスが削除され、再作成されたりした場合、設定は上書きされま

す。メッシュトンネルインターフェイスを手動で削除しようとすると、エラーメッセージが表

示されます。

指定した IPアドレスを宛先としたトンネルに関する情報を表示するには、show mpls traffic-eng
tunnels destination addressコマンドを入力します。

メッシュ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 mpls traffic-eng tunnels
property auto-tunnel meshコマンドを入力します。

自動トンネルメッシュグループの IGP フラッディングの設定
自動トンネルメッシュグループの IGPフラッディングを設定するには、次の作業を実行します。
この作業では、メッシュグループメンバを識別し、メッシュグループ IDをすべての LSRにアド
バタイズするように OSPFベースの検出を設定します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
4. router ospf process-id
5. mpls traffic-eng mesh-group mesh-group-id interface-type interface-number area area-id
6. exit
7. 他の LSRに対してステップ 4および 5を繰り返し、それらが属するメッシュグループ番号を
アドバタイズします。

8. interface auto-template interface-num
9. tunnel destination mesh-group mesh-group-id
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

自動トンネルメッシュグループをグローバルにイネーブル

にします。

mpls traffic-eng auto-tunnel mesh

例：

Device(config)# mpls traffic-eng
auto-tunnel mesh

ステップ 3   

ルータコンフィギュレーションモードを開始し、OSPF
ルーティングプロセスを設定します。

router ospf process-id

例：

Device(config)# router ospf 100

ステップ 4   

• process-id引数は、OSPFルーティングプロセスの内部
で使用される識別パラメータです。ローカルで割り当

てられ、任意の正の整数を使用できます。OSPFルー
ティングプロセスごとに固有の値が割り当てられま

す。
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目的コマンドまたはアクション

LSRの自動トンネルメッシュグループ番号をアドバタイ
ズします。

mpls traffic-engmesh-groupmesh-group-id
interface-type interface-number area area-id

例：

Device(config-router)# mpls

ステップ 5   

• mesh-group-idは、特定のメッシュグループを識別す
る番号です。

• interface-type引数および interface-number引数では、イ
ンターフェイスのタイプと番号を指定します。

traffic-eng mesh-group 10 loopback 0
area 100

• areaarea-idのキーワードと引数のペアでは、エリアを
識別します。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 6   

--他の LSRに対してステップ 4および 5
を繰り返し、それらが属するメッシュ

グループ番号をアドバタイズします。

ステップ 7   

テンプレートインターフェイスを作成し、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードを開始します。

interface auto-template interface-num

例：

Device(config)# interface auto-template
1

ステップ 8   

• interface-num引数では、インターフェイス番号を識別
します。有効な値は、1～ 25です。

テンプレートインターフェイスですべてのメッシュグルー

プメンバのトンネルのシグナリングに使用されるメッシュ

グループを指定します。

tunnel destination mesh-group
mesh-group-id

例：

Device(config-if)# tunnel destination
mesh-group 10

ステップ 9   

• mesh-group-idは、特定のメッシュグループを識別す
る番号です。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 10   

   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
136

MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッシュグループ
自動トンネルメッシュグループの IGP フラッディングの設定



MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループの設定例

例：TE トンネル LSP のメッシュの設定
ここでは、TEトンネル LSPのメッシュの設定に関する次の設定例を示します。

例：自動トンネルメッシュグループのグローバルなイネーブル化

次に、自動トンネルメッシュグループをグローバルにイネーブルにする例を示します。

configure terminal
!
mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
end

例：名前を使用したアクセスリストの作成

次に、名前を使用してアクセスリストを作成し、メッシュトンネルインターフェイスの宛先ア

ドレスを決定する例を示します。

configure terminal
!
ip access-list standard a1
permit 10.0.0.0 0.255.255.255
end

この例では、アクセスリスト a1と一致する TEトポロジデータベース内の IPアドレスにより、
その宛先アドレスを持つメッシュトンネルインターフェイスが作成されています。

例：自動トンネルテンプレートインターフェイスの作成

次に、自動トンネルテンプレートインターフェイスを作成する例を示します。次の例では、一般

的な TEコマンドセットを使用して、自動トンネルテンプレートが作成および設定されていま
す。テンプレートから作成されたメッシュグループは、アクセスリスト a1と一致する宛先アド
レスを持つメッシュトンネルインターフェイスで構成されます。

次の例は、一般的な設定を示しています。（注）

configure terminal
!
interface auto-template 1
ip unnumbered Loopback0
tunnel mode mpls
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
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tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic
tunnel destination access-list a1
end

例：メッシュトンネルインターフェイス番号の範囲の指定

次の例では、最も低いメッシュトンネルインターフェイス番号が1000であり、最も高いメッシュ
トンネルインターフェイス番号が 2000です。

configure terminal
!
mpls traffic-eng auto-tunnel mesh tunnel-num min 1000 max 2000
end

例：自動トンネルメッシュグループの IGP フラッディングの設定
次の例では、OSPFは、メッシュグループ 10のデバイスメンバーシップをアドバタイズするよう
に設定されています。

configure terminal
!
mpls traffic-eng auto-tunnel mesh
router ospf 100
mpls traffic-eng mesh-group 10 loopback 0 area 100
exit
!
interface auto-template 1
tunnel destination mesh-group 10
end

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Multiprotocol Label Switching Command
Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマンド
の説明
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッ
シュグループの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 5：MPLS トラフィックエンジニアリング - 自動トンネルメッシュグループの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング -自動トンネルメッシュ
グループ機能を使用すると、

ネットワーク管理者は TE LSP
を設定できます。

この機能は、Cisco IOS Release
12.2(27)Sで導入されました。

この機能は、Cisco IOS Release
12.0(29)Sで自動トンネルメッ
シュグループの InteriorGateway
Protocol（IGP）フラッディング
を含めるように更新されまし

た。

この機能は、Cisco IOS Release
12.2(33)SRAで統合されまし
た。

サポートは、Cisco IOS Release
12.2(33)SXHで追加されまし
た。

この機能は、Cisco IOS Release
12.4(20)Tで統合されました。

この機能は、Cisco IOS Release
12.2(33)SREで統合されまし
た。自動トンネルメッシュグ

ループを使用するデバイスに

は、ステートフルスイッチオー

バー（SSO）冗長性を設定でき
ます。

この機能は、Cisco IOS XE
Release 3.6Sで統合されまし
た。

次のコマンドが追加または変更

されました。mpls traffic-eng
auto-tunnel mesh、mpls
traffic-eng auto-tunnel mesh
tunnel-num、mpls traffic-eng
mesh-group、show mpls
traffic-eng auto-tunnel mesh

12.0(27)S

12.0(29)S

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

12.4(20)T

12.2(33)SRE

Cisco IOS XE Release 3.6S

MPLSトラフィックエンジニア
リング -自動トンネルメッシュ
グループ
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機能情報リリース機能名

この機能は、Cisco IOS XE
Release 3.5Sで統合されまし
た。

この機能は、Cisco IOS Release
15.0(1)Sで統合されました。

Cisco IOS Release
15.2(2)Sおよび Cisco
IOSXERelease 3.6S以
降では、MPLSTE -自
動トンネル/自動メッ
シュ SSO共存機能の
代わりにMPLS TE自
動トンネルおよび自

動メッシュの SSOサ
ポート機能が導入さ

れています。新しい

実装の詳細について

は、『MPLS High
Availability
Configuration Guide』
を参照してくださ

い。

（注）

Cisco IOS XE Release 3.5S

15.0(1)S
MPLS TE -自動トンネル/自動
メッシュ SSO共存

用語集
CEデバイス：カスタマーエッジデバイス。カスタマーネットワークに属し、プロバイダーエッ
ジ（PE）デバイスとのインターフェイスとなるデバイス。

カスタマーネットワーク：エンドカスタマーの管理下にあるネットワーク。カスタマーネット

ワークでは、プライベートアドレスを使用できます。カスタマーネットワークは、論理上、互い

に独立しており、サービスプロバイダーのネットワークから切り離されています。

エッジデバイス：ネットワークのエッジにある、パケットを受信して伝送するデバイス。この

ルータでは、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ネットワークの境界を定義できま
す。

ヘッドエンド：トンネルの発信元となるラベルスイッチルータ（LSR）。トンネルの「ヘッド」、
つまりトンネルインターフェイスもこの LSRに存在します。

ラベル：スイッチングノードに対してデータの転送方法（パケット）を指示する短い固定長の

データ構造。

ラベルスイッチドパス（LSP）トンネル：パケットの伝送にラベルスイッチングが使用される、
2台のデバイス間に設定された接続。
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LSP：Label SwitchedPath（ラベルスイッチドパス）。ラベル付きパケットが複数のホップを介し
て通過するパス。このパスは、入力 LSRから開始し、出力 LSRで終了します。

LSR：Label Switch Router（ラベルスイッチルータ）。パケット内のラベルカプセル化の値に基
づいて、パケットを転送するレイヤ 3デバイス。

メッシュグループ：トラフィックエンジニアリング（TE）ラベルスイッチドパス（LSP）の完
全または部分ネットワークのメンバである一連のラベルスイッチデバイス（LSR）。

Pデバイス：プロバイダーコアデバイス。

PEデバイス：プロバイダーエッジデバイス。サービスプロバイダーのネットワークのエッジに
ある、カスタマーエッジ（CE）デバイスへのインターフェイスとなるデバイス。

ルータ：1つ以上のメトリックを使用して、ネットワークトラフィックを転送すべき最適のパス
を決定するネットワーク層装置。ルータは、ネットワーク層情報に基づいて、ネットワーク間で

パケットを転送します。

テールエンド：トンネルのダウンストリーム受信エンド。

トラフィックエンジニアリング：ネットワーク上で、標準的なルーティング方法が使用された場

合に選択されるパスとは異なるパスを経由してトラフィックがルーティングされるようにする技

術やプロセス。

トンネル：2つのピア（2つのデバイスなど）間のセキュアな通信パス。トラフィックエンジニ
アリングトンネルは、トラフィックエンジニアリングに使用されるラベルスイッチドトンネル

です。このようなトンネルは、通常のレイヤ3ルーティング以外の手段を使用して設定されます。
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第 7 章

MPLS トラフィックエンジニアリング -
Verbatim パスのサポート

MPLSトラフィックエンジニアリング - Verbatimパスのサポート機能を使用すると、ネットワー
クノードでトラフィックエンジニアリング（TE）の Interior Gateway Protocol（IGP）拡張をサ
ポートすることなくResourceReservation Protocol（RSVP）拡張をサポートできるため、トポロジ
データベース検証プロセスがバイパスされます。

• 機能情報の確認, 143 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - Verbatimパスのサポートの前提条件, 144 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - Verbatimパスのサポートの制約事項, 144 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックについ
て, 144 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックの設定
方法, 145 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - Verbatimパスのサポートの設定例, 149 ページ

• その他の参考資料, 149 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - Verbatimパスのサポートの機能情報, 150 ページ

• 用語集, 151 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサ
ポートの前提条件

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）TEトンネルがグローバルに設定されてい
る必要があります。

• MPLS TEがすべてのリンクでイネーブルになっている必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサ
ポートの制約事項

• verbatimキーワードは、明示パスオプションが設定されたラベルスイッチドパス（LSP）
でだけ使用できます。

•このリリースでは、Verbatim LSPでの再最適化はサポートされていません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックについて

MPLS TE - Verbatim パスのサポートの概要
通常、MPLS TE LSPを使用する場合は、ネットワーク内のすべてのノードで TEの IGP拡張がサ
ポートされていて、TEが認識されるように設定されている必要があります。ただし、TEの IGP
拡張をサポートしないが、TEの RSVP拡張はサポートするノードを通過する TE LSPを構築する
機能を必要とするネットワーク管理者もいます。

Verbatim LSPは、ネットワーク内のすべてまたは一部の中間ノードで TEの IGP拡張がサポート
されていない場合に役立ちます。

この機能をイネーブルにすると、IP明示パスの TEトポロジデータベースに対するチェックは行
われません。TEトポロジデータベースの検証が行われないため、IP明示パス情報を持つPathメッ
セージは、IPルーティング用の Shortest Path First（SPF）アルゴリズムを使用してルーティングさ
れます。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックの設定方法

MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサポートの設
定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. ip unnumbered loopback number
5. tunnel destination {host-name| ip-address}
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth {sub-pool kbps | kbps}
8. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
9. tunnel mpls traffic-eng priority setup-priority [hold-priority]
10. tunnel mpls traffic-eng path-option preference-number {dynamic [attributes string | bandwidth

{sub-pool kbps | kbps} |lockdown|verbatim] | explicit{namepath-name | identifier path-number}}
11. exit
12. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel
1

ステップ 3   

• number引数には、設定するトンネル番号を指定します。

明示的にアドレスが指定されていなくても IP処理を行えるようにア
ンナンバード IPインターフェイスを設定します。通常、ループバッ
クインターフェイスには、ルータ IDを設定します。

ip unnumbered loopback number

例：

Router(config-if)
# ip unnumbered loopback 1

ステップ 4   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルインター
フェイスは単一方向リンクを表すため、番号なしにする必

要があります。

（注）

トンネルの宛先を指定します。tunnel destination {host-name|
ip-address}

ステップ 5   

• host-name引数は、ホスト宛先の名前です。

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.100.100.100

• ip-address引数は、10進の 4分割ドット表記で表した、ホスト
宛先の IPバージョン 4アドレスです。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエンジニアリング
に設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode
mpls traffic-eng

ステップ 6   

MPLS TEトンネルで必要な帯域幅を設定し、その帯域幅をサブプー
ルまたはグローバルプールに割り当てます。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth
{sub-pool kbps | kbps}

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 1000

ステップ 7   

• sub-poolキーワードは、サブプールトンネルを示します。

• kbps引数は、MPLS TEトンネルで確保する kbps単位の帯域幅
です。範囲は 1～ 4294967295です。

IGPにおける拡張 SPFの計算において、（トンネルがアップの場合
に）トンネルを使用する必要があることを指定します。

tunnel mpls traffic-eng autoroute
announce

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng autoroute announce

ステップ 8   

トンネルの確立および予約の優先順位を設定します。tunnel mpls traffic-eng priority
setup-priority [hold-priority]

ステップ 9   

• setup-priority引数は、このトンネルでの LSPのシグナリング時
に既存のどのトンネルよりも優先的に取得できるかを決定する

ために使用されるプライオリティです。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng priority 1 1

有効な値の範囲は 0～ 7です。値が小さいほど、プライオリティが
高いことを示します。設定プライオリティが 0の LSPは、プライオ
リティが 0以外のどの LSPよりも優先的に取得されます。

• hold-priority引数は、このトンネルの LSPと関連付けられた、
シグナリングされている他のLSPの方を優先的に取得する必要
があるかどうかを決定するためのプライオリティです。

有効な値は 0～ 7であり、数字が小さいほど優先順位は高くなりま
す。

明示パスオプションで使用されるverbatimキーワードなどの、MPLS
TEトンネル用の LSP関連パラメータを指定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option
preference-number {dynamic
[attributes string | bandwidth

ステップ 10   

• preference-number引数は、パスオプションを示します。{sub-pool kbps | kbps}
|lockdown|verbatim] | • protectキーワードと preference-number引数は、保護するパス

オプションを示します。
explicit{namepath-name | identifier
path-number}}

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

• dynamicキーワードは、パスオプションがダイナミックに計算
されることを示します（ルータによって最良パスが計算されま

す）。
traffic-eng path-option 1
explicit name test verbatim • explicitキーワードは、パスオプションが指定されていること

を示します。パスには IPアドレスが指定されます。
例： • name path-nameのキーワードと引数の組み合わせは、明示パス

オプションの名前を示します。

• path-number引数は、明示パスオプションの番号を示します。

• verbatimキーワードを指定すると、トポロジデータベース検証
がバイパスされます。

verbatimキーワードは、明示パスオプションでだけ使用
できます。

（注）

• attributes stringのキーワードと引数の組み合わせは、LSPのパ
スオプションを指定する属性リストを示します。

• bandwidthキーワードは、LSPの帯域幅を指定します。

• sub-poolキーワードは、サブプールパスオプションを示しま
す。

• kbps引数は、パスオプションで確保する kbpsの数値です。範
囲は 1～ 4294967295です。

• lockdownキーワードを指定すると、LSPの再最適化がディセー
ブルになります。
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目的コマンドまたはアクション

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、グロー

バルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 11   

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。

exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 12   

MPLS TE トンネルの Verbatim LSP の確認

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng tunnels tunnel-interface [brief]
3. disable

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

verbatimを使用した明示パスオプションが設定されてい
るトンネルを含む、トンネルについての情報が表示され

ます。

show mpls traffic-eng tunnels
tunnel-interface [brief]

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels
tunnel1

ステップ 2   

（任意）終了して、ユーザ EXECモードに戻ります。disable

例：

Router# disable

ステップ 3   
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MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサ
ポートの設定例

MPLS トラフィックエンジニアリング Verbatim パスのサポートの設
定：例

次に、verbatimを使用した明示パスオプションが設定されたトンネルの例を示します。

interface tunnel 1
ip unnumbered loopback 1
tunnel destination 10.10.100.100
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path1 verbatim

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSコマンド

『Cisco IOS Interface and Hardware Component
Command Reference』

インターフェイスコマンド

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

--このリリースによってサポートされる新しい

RFCや変更された RFCはありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサ
ポートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 6：MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング - Verbatimパスのサポー
ト機能を使用すると、ネット

ワークノードでトラフィック

エンジニアリング（TE）の
Interior Gateway Protocol（IGP）
拡張をサポートすることなく
Resource Reservation Protocol
（RSVP）拡張をサポートでき
るため、トポロジデータベー

ス検証プロセスがバイパスされ

ます。

次のコマンドが追加または変更

されました。show mpls
traffic-eng tunnels、tunnel mpls
traffic-eng path option

Cisco IOS XE Release 2.3MPLSトラフィックエンジニア
リング - Verbatimパスのサポー
ト

用語集
高速リルート：ヘッドエンドで新しいラベルスイッチドパス（LSP）を確立しながら、障害のあ
るリンクまたはノード周囲の一時ルーティングをイネーブルにする手順。

ヘッドエンド：特定のラベルスイッチドパス（LSP）の起点となり、その LSPを管理するルー
タ。これは、LSPパス上の最初のルータです。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報を交換するために使用されるインターネットプロトコルです。一般的なインターネット IGP
の例としては、Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、およ
び Routing Information Protocol（RIP）があります。

LSP：Label Switched Path（ラベルスイッチドパス）。2つのルータ間に設定された接続。この接
続では、パケットを伝送するためにラベルスイッチングが使用されます。LSPの目的は、データ
パケットを伝送することです。

LSR：Label Switching Router（ラベルスイッチングルータ）。各パケット内にカプセル化されて
いる固定長ラベルの値に基づいてマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）パケットを転
送するデバイスです。

マージポイント：バックアップトンネルのテール。

MPLS：マルチプロトコルラベルスイッチング。ネットワークを介してパケット（フレーム）を
転送する方式。ネットワークのエッジにあるルータがラベルをパケット（フレーム）に適用でき
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るようにします。ネットワークコア内の ATMスイッチまたは既存のルータは、最小限のルック
アップオーバーヘッドでラベルに従ってパケットを切り替えることができます。

PLR：Point of Local Repair（ローカル修復点）。バックアップトンネルのヘッドエンド。

RSVP：Resource Reservation Protocol（リソース予約プロトコル）。IPネットワーク上でリソース
の予約をサポートするためのプロトコル。IPエンドシステム上で動作しているアプリケーション
は、RSVPを使用して、受信するパケットストリームの特性（帯域幅、ジッタ、最大バーストな
ど）を他のノードに示すことができます。

SPF：Shortest Path First。パス長を繰り返し処理して、最短パススパニングツリーを決定するルー
ティングアルゴリズム。リンクステートルーティングアルゴリズムにおいて一般的に使用され

ます。ダイクストラのアルゴリズムと呼ばれることもあります。

テールエンド：ラベルスイッチドパス（LSP）が終端するルータ。これは、LSPのパス上の最後
のルータです。

トラフィックエンジニアリング：ネットワーク上で、標準的なルーティング方法が使用された場

合に選択されるパスとは異なるパスを経由してトラフィックがルーティングされるようにする技

術やプロセス。

トンネル：2つのピア間（ルータ間など）のセキュアな通信パス。

   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
152

MPLS トラフィックエンジニアリング - Verbatim パスのサポート
用語集



第 8 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP
Hello ステートタイマー

MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマー機能はネイバーが停止し
たときにそれを検出すると、すばやくステートタイムアウトをトリガーします。このことによ

り、帯域幅など、他のラベルスイッチドパス（LSP）から再利用できるリソースが解放されま
す。

Resource Reservation Protocol（RSVP）Helloを使用すると、ネイバーノードが停止した場合にそ
れを検出できます。そのような場合、Helloステートタイマーがステートタイムアウトをトリ
ガーします。その結果、ネットワークコンバージェンス時間が短縮され、各ノードは代替パス

でトラフィックを転送できるようになり、ステートフルスイッチオーバー（SSO）動作を補助で
きるようになります。

• 機能情報の確認, 154 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの前提条件, 154 ペー
ジ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの制約事項, 154 ペー
ジ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -トンネル用の設定可能なパス計算メトリックについ
て, 155 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの設定方法, 158 ペー
ジ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの設定例, 165 ページ

• その他の参考資料, 165 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマーの機能情報, 167 ペー
ジ

• 用語集, 168 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの前提条件

MPLSトラフィックエンジニアリング - RSVP Helloステートタイマー機能を設定する前に、ルー
タに対して次の作業を実行します。

• Resource Reservation Protocol（RSVP）を設定する。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）をイネーブルにする。

•トラフィックエンジニアリング（TE）を設定する。

•ステートタイムアウトを通知する Helloをイネーブルにする。

MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの制約事項

•グレースフルリスタートが設定されている場合、ステートタイムアウトのHelloはグレース
フルリスタートに依存しますが、グレースフルリスタートはステートタイムアウトのHello
に依存しません。

•番号が付いていないインターフェイスはサポートされません。

•ステートタイムアウトの Helloの設定はインターフェイスごとに行います。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - トンネル用の設
定可能なパス計算メトリックについて

ステートタイムアウトの Hello
RSVPで TE LSPをシグナリングしているときにパス上のある場所で障害が発生した場合、その障
害が最大で 2分間検出されないままとなる可能性があります。この間、ステートが変更されない
ため、パス上の障害ポイントからダウンストリームにあるノード上で機能していない LSPにより
帯域幅が占有されたままになります。LSPにシグナリングまたは再シグナリングするためにヘッ
ドエンドトンネルがこの帯域幅を必要とした場合は、トンネルが数分間アップ状態にならないこ

とがあるため、コンバージェンス時間が長くなります。

Helloを使用すると、ネイバーノードが到達不能になった場合に RSVPノードでそのことを検出
できます。一定の時間が経過すると、ネイバーが応答していないことが Helloにより検出され、
該当するネイバーのステートが削除されます。この処理によってノードのリソースが解放され、

他の LSPによって再利用されるようになります。

Helloを操作できるようにするには、Helloをルータでグローバルに設定し、さらに特定のインター
フェイス上でも設定する必要があります。

Hello インスタンス
Helloインスタンスは、特定のルータインターフェイスアドレスおよびリモート IPアドレスに対
してRSVPHelloを実装します。Helloインスタンスは、送信されるHelloRequestの数が多く、ルー
タリソースに負荷がかかるため、非常にコストがかかります。このため、Helloインスタンスを
作成するのはステートのタイムアウトが必要な場合だけとし、不要になったインスタンスは削除

してください。

高速リルート不可能な TE LSP の Hello
次の図に、ルータ 1、ルータ 2、ルータ 3の順に接続された、高速リルート不可能な TE LSPを示
します。
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ルータ1とルータ2の間のリンクで障害が発生したと仮定します。このタイプの問題は、インター
フェイス障害、InteriorGatewayProtocol（IGP）（Open Shortest Path First（OSPF）または Intermediate
System-to-Intermediate System（IS-IS））、RSVP Helloなど、さまざまな方法で検出できます。た
だし、ルータ 1とルータ 2がレイヤ 2スイッチを介して相互接続されているような場合は、イン
ターフェイスの障害を検出できないことがあります。IGPでは障害の検出が遅い場合もあります。
また、ルータ 1とルータ 2の間で IGPが実行されていない場合もあります。たとえば、2つの自
律システムを相互接続する 2台の自律システム境界ルータ（ASBR）の間では IGPが実行されま
せん。

ルータ 1とルータ 2の間でHelloが実行されていると、各ルータは通信が失われたことを通知し、
ただちにステートをタイムアウトします。

その後、ルータ 2からルータ 3に PathTearメッセージが送信され、すべてのノードでステートを
削除できるようになり、コンバージェンス時間が短縮されます。

一部のプラットフォームではコントロールプレーンが停止したあとでもデータが転送される

ため、PathTearメッセージは 1秒遅れて送信されます。
（注）

ルータ 1は、エラーコード ROUTING_PROBLEMとエラー値 NO_ROUTEを指定して、致命的を
示す PathErrorメッセージをアップストリームのルータ 0に送信します。

LSP1はルータ 0、ルータ 1、ルータ 2、ルータ 3の順に到達し、LSP 2は、ルータ 0、ルータ 1、
ルータ 4、ルータ 2、ルータ 3の順に到達します。

バックアップトンネルが存在する場合の高速リルート可能な TE LSP
の Hello

下の図に、バックアップトンネルのある、ルータ 1からルータ 2を経由してルータ 3に到達する
高速リルート可能な TE LSPを示します。
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この TE LSPにはルータ 1からルータ 3に到達するバックアップトンネルがあり、ルータ 1から
ルータ 2へのリンクおよびルータ 2のノードの障害から高速リルート可能なTELSPを保護してい
ます。ここで、ルータ1からルータ2へのリンクで障害が発生したと仮定します。ルータ1とルー
タ 2の間で Helloが実行されていた場合、各ルータはリンクがダウンしたことを認識しますが、
現在のステートはタイムアウトしません。ルータ 2は障害が発生したことを認識しますが、ルー
タ 2または他のダウンストリームノードがマージポイントである可能性があるため、TE LSPを
タイムアウトすることができません。ルータ1は障害が発生したことを認識してバックアップLSP
に切り替えますが、ルータ 1も現在のステートをタイムアウトすることができません。

ネイバーが停止していて Helloインスタンスが処理を実行できないため、上記のシナリオでは
Helloインスタンスが作成されません。

（注）

バックアップトンネルが存在しない場合の高速リルート可能な TE LSP
の Hello

バックアップトンネルのない高速リルート可能なTELSPでは、ダウンストリームのネイバー（ネ
クストホップ（NHOP））で Helloインスタンスを作成できます。一方、高速リルート不可能な
TE LSPでは、ダウンストリームのネイバー（NHOP）とアップストリームのネイバー（プリビア
スホップ（PHOP））で Helloインスタンスを作成できます。これは、既存の Helloに加えて、高
速リルートにも使用します。

同じリンク上で、高速リルートと、ステートタイムアウトを通知する Helloの Helloインスタ
ンスが両方とも必要となる場合は、Helloインスタンスが 1つだけ作成されます。このインス
タンスには、間隔、リフレッシュ失敗、および DiffServコードポイント（DSCP）を含む高速
リルート設定が行われます。ネイバーが停止すると、高速リルートおよびHelloステートタイ
マーが実行されます。

（注）

下の図に、高速リルート可能な TE LSPを示します。これにはバックアップトンネルがなく、経
路はルータ 1（ローカル修復ポイント（PLR））、ルータ 2、ルータ 3の順になります。
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ルータ 1からルータ 3へのリンクで障害が発生したと仮定します。ルータ 1はバックアップトン
ネルがないことを認識しているため、TELSPのステートをタイムアウトできます。一方、ルータ
2はバックアップトンネルが存在するかどうかを認識していないため、現在のステートをタイム
アウトすることができません。また、ルータ 2はマージポイントとなっている可能性があるた
め、ステートをタイムアウトできません。

ネイバーが停止していて Helloインスタンスが処理を実行できないため、上記のシナリオでは
Helloインスタンスが作成されません。

（注）

MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの設定方法

次の作業を実行すると高速リルートもイネーブルになりますが、ここでは RSVP Helloステー
トタイマーを中心に説明します。

（注）

Hello ステートタイマーのグローバルなイネーブル化
RSVP Helloステートタイマーをグローバルにイネーブルにして、ネットワークコンバージェン
スを短縮し、ノードが代替パスでトラフィックを転送できるようにし、ステートフルスイッチ

オーバー（SSO）動作を補助するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip rsvp signalling hello
4. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

ステートタイムアウトを通知するHelloをルータでグ
ローバルにイネーブルにします。

ip rsvp signalling hello

例：

Router(config)# ip rsvp signalling hello

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config)# end

ステップ 4   

インターフェイスでの Hello ステートタイマーのイネーブル化

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type slot/subslot/port [.subinterface-number]
4. ip rsvp signalling hello
5. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type slot/subslot/port
[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface FastEthernet
0/0/0

ステップ 3   

• type slot subslot / port [.subinterface-number]引数で
は、設定するインターフェイスを指定します。

ステートタイムアウトを通知するHelloをインターフェ
イスでイネーブルにします。

ip rsvp signalling hello

例：

Router(config-if)# ip rsvp signalling
hello

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

インターフェイスでの DSCP 値の設定
インターフェイスでHelloメッセージにDiffServコードポイント（DSCP）値を設定するには、次
の作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type slot/subslot/port [.subinterface-number]
4. ip rsvp signalling hello reroute dscp num
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type slot/subslot/port
[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface FastEthernet
0/0/0

ステップ 3   

• type slot / subslot / port[.subinterface-number]引数で
は、設定するインターフェイスを指定します。

ルータのインターフェイスで RSVP Helloメッセージの
DSCP値を 0から 63の間で設定し、ステートタイムア
ウトを通知する Helloをイネーブルにします。

ip rsvp signalling hello reroute dscp num

例：

Router(config-if)# ip rsvp signalling
hello reroute dscp 30

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   
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インターフェイスでの Hello Request 間隔の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type slot/subslot/port [.subinterface-number]
4. ip rsvp signalling hello reroute refresh interval interval-value
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type slot/subslot/port
[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface FastEthernet
0/0/0

ステップ 3   

• type slot subslot / port [.subinterface-number]引数で
は、設定するインターフェイスを指定します。

ルータのインターフェイスでHello Request間隔を設定
し、ステートタイマーを通知する Helloをイネーブル
にします。

ip rsvp signalling hello reroute refresh
interval interval-value

例：

Router(config-if)# ip rsvp signalling
hello reroute refresh interval 5000

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   
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インターフェイスでミスできる Hello メッセージ数の設定
Helloでネイバーが停止していると見なされるまでに連続して失われる（ミスされる）Helloメッ
セージの数を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type slot/subslot/port [.subinterface-number]
4. ip rsvp signalling hello reroute refresh misses msg-count
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

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。

interface type slot/subslot/port
[.subinterface-number]

例：

Router(config)# interface FastEthernet
0/0/0

ステップ 3   

• type slot subslot / port [.subinterface-number]引数で
は、設定するインターフェイスを指定します。

Helloでネイバーが停止していると見なされるまでに
連続して失われるHelloメッセージの数を設定します。

ip rsvp signalling hello reroute refresh misses
msg-count

例：

Router(config-if)# ip rsvp signalling hello
reroute refresh misses 5

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

ステートタイマーを通知する Hello の設定の確認

手順の概要

1. enable
2. show ip rsvp hello

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

（任意）特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

RSVP TE Helloのステータス、および Helloステートタイ
マー（reroute）を含む統計情報を表示します。

show ip rsvp hello

例：

Router# show ip rsvp hello

ステップ 2   
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MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの設定例

例

次の例では、Helloステートタイマーがグローバルにイネーブルにされており、またインターフェ
イスでもイネーブルにされています。DSCP値、リフレッシュ間隔、およびリフレッシュ失敗制
限などの関連パラメータは、インターフェイスで設定されます。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# ip rsvp signalling hello
Router(config)# interface FastEthernet 0/0/0
Router(config-if)# ip rsvp signalling hello
Router(config-if)# ip rsvp signalling hello reroute dscp 30
Router(config-if)# ip rsvp signalling hello reroute refresh interval 5000
Router(config-if)# ip rsvp signalling hello reroute refresh misses 5
Router(config-if)# end

次に、Helloステートタイマー（reroute）のステータスを確認する例を示します。

Router# show ip rsvp hello
Hello:
Fast-Reroute/Reroute:Enabled
Statistics:Enabled

Graceful Restart:Enabled (help-neighbor only)

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Quality of Service Solutions
Command Reference』

•『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

RSVPコマンド：完全なコマンドの構文、コマ
ンドモード、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

『Stateful Switchover』ステートフルスイッチオーバー

『MPLS Label Distribution Protocol (LDP)
Overview』

MPLSラベル配布プロトコル
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


マニュアルタイトル関連項目

『Cisco Nonstop Forwarding』Ciscoノンストップフォワーディング

『MPLS TE: Link and Node Protection, with RSVP
Hellos Support (with Fast Tunnel Interface Down
Detection)』

バックアップトンネル、リンクとノードの障

害、RSVP Helloに関する情報

『NSF/SSO - MPLS TE and RSVP Graceful
Restart』

グレースフルリスタート

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

『RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels』RFC 3209
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステー
トタイマーの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 7：MPLS トラフィックエンジニアリング - RSVP Hello ステートタイマーの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング - RSVP Helloステート
タイマー機能はネイバーが停止

したときにそれを検出すると、

すばやくステートタイムアウ

トをトリガーします。このこと

により、帯域幅など、他のラベ

ルスイッチドパス（LSP）か
ら再利用できるリソースが解放

されます。

この機能は、Cisco IOS XE
Release 2.3に統合されました。

次のコマンドが追加または変更

されました。ip rsvp signalling
hello dscp、ip rsvp signalling
hello refresh interval、ip rsvp
signalling hello refresh misses、
ip rsvp signalling hello reroute
dscp、ip rsvp signalling hello
reroute refresh interval、ip rsvp
signalling hello reroute refresh
misses、show ip rsvp hello

Cisco IOS XE Release 2.3MPLSトラフィックエンジニア
リング - RSVP Helloステート
タイマー

用語集
自律システム：同じルーティングプロトコルを共有し、同じシステム管理者の管理下にあるネッ

トワークの集合。

ASBR：Autonomous System Boundary Router（自律システム境界ルータ）。複数の自律システムを
接続し、これらの間で情報を交換するルータ。

バックアップトンネル：リンクまたはノードの障害発生時に他の（プライマリ）トンネルのトラ

フィックを保護するために使用されるマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィッ
クエンジニアリングトンネル。

DSCP：DiffServコードポイント。Internet Engineering Task Force（IETF）によって定義された IP
ヘッダー内の 6ビット。これらのビットにより、IPパケットに提供されるサービスクラスが決ま
ります。

FRR：Fast Rerouteの略。リンクおよびノードの障害からマルチプロトコルラベルスイッチング
（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）ラベルスイッチドパス（LSP）を保護するため
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のメカニズムです。具体的には、障害ポイントの LSPをローカルに修復し、その LSP上でのデー
タフローを停止することなく、LSPのヘッドエンドルータを新しく置き換えるエンドツーエンド
LSPの確立を試行します。FRRは、障害が発生したリンクまたはノードをバイパスするバックアッ
プトンネルを介して再ルーティングすることによって、保護されているLSPをローカルに修復し
ます。

グレースフルリスタート：ノード障害の発生後にネイバールートプロセッサ（RP）を再起動す
るためのプロセス。

ヘッドエンド：特定のラベルスイッチドパス（LSP）の起点となり、その LSPを管理するルー
タ。これは、LSPパス上の最初のルータです。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報を交換するために使用されるインターネットプロトコルです。一般的なインターネット IGP
の例としては、Internal Gateway Routing Protocol（IGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、およ
び Routing Information Protocol（RIP）があります。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。オープンシステム相互接続（OSI）リンクステー
ト階層型ルーティングプロトコル。Intermediate System（IS）ルータは、単一のメトリックに基づ
いてルーティング情報を交換して、ネットワークトポロジを決定します。

インスタンス：特定のルータインターフェイスアドレスおよびリモート IPアドレスに対して
RSVP Hello拡張機能を実装するメカニズム。アクティブなHelloインスタンスは、定期的にHello
Requestメッセージを送信し、応答として Hello ACKメッセージを予期します。予期されている
ACKメッセージを受信できない場合、アクティブなHelloインスタンスは、そのネイバー（リモー
トの IPアドレス）が到達不能である（つまり失われている）ことを宣言します。これにより、こ
のネイバーを通過する LSPの高速リルートが行われることがあります。

ラベル：スイッチングノードに対してデータの転送方法（パケットまたはセル）を指示する短い

固定長のデータ ID。

LDP：LabelDistributionProtocol（LDP）。ラベルとネットワークプレフィックスの間のバインディ
ングを配布することによって、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ホップバイホッ
プ転送をサポートするプロトコル。このプロトコルのシスコ独自のバージョンは、タグ配布プロ

トコル（TDP）です。

LSP：ラベルスイッチドパス。このパスは 2台のルータ間で設定され、パケットの伝送にはマル
チプロトコルラベルスイッチング（MPLS）が使用されます。LSPは 1つまたは複数のラベルス
イッチドホップを連結して作成され、あるMPLSノードから別のMPLSノードに、ラベルをス
ワップしてパケットを転送できます。

マージポイント：バックアップトンネルのテール。

MPLS：マルチプロトコルラベルスイッチング。ネットワークを介してパケット（フレーム）を
転送する方式。MPLSにより、ネットワークのエッジにあるルータはラベルをパケット（フレー
ム）に適用できます。ネットワークコア内のATMスイッチまたは既存のルータは、ラベルに従っ
てパケットを切り替えることができます。

OSPF：Open Shortest Path First。ルーティングに使用されるリンクステートルーティングプロト
コル。

PLR：Point of Local Repair（ローカル修復点）。バックアップトンネルのヘッドエンド。
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RSVP：Resource Reservation Protocol（リソース予約プロトコル）。IPネットワーク上でリソース
の予約をサポートするためのプロトコル。IPエンドシステム上で動作しているアプリケーション
は、RSVPを使用して、受信するパケットストリームの特性（帯域幅、ジッタ、最大バーストな
ど）を他のノードに示すことができます。

ステート：ルータが各 LSPに関して保守する必要のある情報。この情報は、トンネルをリルート
する場合に使用されます。

テールエンド：LSPが終端するルータ。これは、LSPのパス上の最後のルータです。

TE：トラフィックエンジニアリング。標準のルーティング方式が使用されていた場合に選択され
たであろうパス以外のパス上のネットワーク経由でトラフィックを転送するために使用されるテ

クニックとプロセス。

トポロジ：企業ネットワーキング構造内のネットワークノードおよびメディアの物理的な配置。

トンネル：2つのピア（2つのルータなど）間のセキュアな通信パス。

このマニュアルで使用している IPアドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マ
ニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の

中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によ

るものです。© 2004-2011 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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第 9 章

MPLS トラフィックエンジニアリング転送
隣接

ネットワーク管理者は、MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接機能を使用して、Shortest
Path First（SPF）アルゴリズムに基づき、トラフィックエンジニアリング（TE）ラベルスイッ
チドパス（LSP）トンネルを、内部ゲートウェイプロトコル（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）と Open Shortest Path First（OSPF）の両方がサ
ポートされています。

• 機能情報の確認, 171 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接の前提条件, 172 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接の制約事項, 172 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接について, 172 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接の設定方法, 174 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接の設定例, 178 ページ

• その他の参考資料, 179 ページ

• 用語集, 181 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接の機能情報, 182 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の前提条
件

ネットワークが、次の Cisco IOS XE機能をサポートしている必要があります。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）

• IPシスコエクスプレスフォワーディング

• IS-IS

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の制約事
項

• MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接機能を使用すると、TEトンネルがリンクと
してアドバタイズされることによって、IGPデータベースのサイズが大きくなります。

• TEトンネル上でMPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接機能がイネーブルになって
いる場合、リンクは、TEサブ TLVなしのタイプ、長さ、値（TLV）22オブジェクトとして
IGPネットワーク内にアドバタイズされます。

• MPLS TE転送隣接トンネルは、双方向に設定する必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接について

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の機能
ネットワーク管理者は、MPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接機能を使用して、SPFア
ルゴリズムに基づき、TE LSPトンネルを、IGPネットワーク内のリンクとして処理できます。転
送隣接は、ネットワーク内でのルータのロケーションに関係なく、ルータとルータの間に作成で

きます。下の図に示すように、ルータとルータは、間に何個かホップを入れて配置できます。
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この結果、TEトンネルは IGPネットワーク内にリンクとしてアドバタイズされ、リンクのコスト
が関連付けられます。

TEドメインの外側にあるルータは、TEトンネルを参照し、そのTEトンネルを使用して、ネット
ワーク内でトラフィックをルーティングするための最短パスを計算します。

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の利点
SPFに対してアドバタイズされるTEトンネルインターフェイス：TEトンネルインターフェイス
は、他のリンクと同様に、IGPネットワーク内にアドバタイズされます。これにより、ルータは、
IGP内のこれらのアドバタイズメントを使用してSPFを計算できるようになります。このことは、
これらのアドバタイズメントがいずれかの TEトンネルのヘッドエンドでない場合も同様です。
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MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の設定方
法

MPLS TE 転送隣接に対するトンネルインターフェイスの設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. exit
5. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

転送隣接用のトンネルインターフェイスを指定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel
0

ステップ 3   

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、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

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。
exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 5   

トンネルでの MPLS TE 転送隣接の設定

2つの LSPトンネルで双方向に（Aから Bへ、および Bから Aへ）転送隣接を設定する必要
があります。この設定を行わないと、転送隣接はアドバタイズされますが、IGPネットワーク
で転送隣接が使用されません。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. tunnel mpls traffic-eng forwarding-adjacency [holdtime value]
5. isis metric {metric-value|maximum} {level-1| level-2}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

転送隣接用のトンネルインターフェイスを指定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel 0

ステップ 3   

TEトンネルを IGPネットワーク内にリンクとしてアドバ
タイズします。

tunnel mpls traffic-eng
forwarding-adjacency [holdtime value]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng forwarding-adjacency

ステップ 4   

転送隣接として使用するトンネルインターフェイスの IS-IS
メトリックを設定します。

isis metric {metric-value|maximum}
{level-1| level-2}

例：

Router(config-if)# isis metric 2
level-1

ステップ 5   

• isis metricコマンドには、トラフィックエンジニアリ
ングを実行している IGPレベルと一致するように、レ
ベル 1またはレベル 2を指定する必要があります。こ
のようにしない場合、メトリックのデフォルト値は10
です。

MPLS TE 転送隣接の確認

手順の概要

1. enable
2. show mpls traffic-eng forwarding-adjacency [ip-address]
3. show isis [process-tag] database [level-1] [level-2] [l1] [l2] [detail] [lspid]
4. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable
このコマンドを使用して、特権EXECモードをイネーブルにします。パスワードを入力します（要求され
た場合）。次に例を示します。
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例：

Router> enable
Router#

ステップ 2 show mpls traffic-eng forwarding-adjacency [ip-address]
このコマンドを使用して、現在のトンネルを確認します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng forwarding-adjacency

destination 0168.0001.0007.00 has 1 tunnels
Tunnel7 (traffic share 100000, nexthop 192.168.1.7)

(flags:Announce Forward-Adjacency, holdtime 0)
Router# show mpls traffic-eng forwarding-adjacency 192.168.1.7
destination 0168.0001.0007.00 has 1 tunnels
Tunnel7 (traffic share 100000, nexthop 192.168.1.7)

(flags:Announce Forward-Adjacency, holdtime 0)

ステップ 3 show isis [process-tag] database [level-1] [level-2] [l1] [l2] [detail] [lspid]
このコマンドを使用して、IS-ISリンクステートデータベースに関する情報を表示します。次に例を示し
ます。

例：

Router# show isis database
IS-IS Level-1 Link State Database

LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0000.0C00.0C35.00-00 0x0000000C 0x5696 792 0/0/0
0000.0C00.40AF.00-00 0x00000009 0x8452 1077 1/0/0
0000.0C00.62E6.00-00 0x0000000A 0x38E7 383 0/0/0
0000.0C00.62E6.03-00 0x00000006 0x82BC 384 0/0/0
0800.2B16.24EA.00-00 0x00001D9F 0x8864 1188 1/0/0
0800.2B16.24EA.01-00 0x00001E36 0x0935 1198 1/0/0

IS-IS Level-2 Link State Database
LSPID LSP Seq Num LSP Checksum LSP Holdtime ATT/P/OL
0000.0C00.0C35.03-00 0x00000005 0x04C8 792 0/0/0
0000.0C00.3E51.00-00 0x00000007 0xAF96 758 0/0/0
0000.0C00.40AF.00-00 0x0000000A 0x3AA9 1077 0/0/0

ステップ 4 exit
このコマンドを使用して、ユーザ EXECモードに戻ります。次に例を示します。

例：

Router# exit
Router>
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MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の設定例
ここでは、IS-ISメトリックを使用してMPLSトラフィックエンジニアリング転送隣接機能を設
定する例を示します。

例：MPLS TE 転送隣接
次の出力に、トンネルインターフェイス、転送隣接、および IS-ISメトリックの設定を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface tunnel 7
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng forwarding-adjacency
Router(config-if)# isis metric 2 level-1

転送隣接の設定が完了すると、次のサンプルコマンド出力が生成されます。

Router# show running-config
Building configuration...
Current configuration :364 bytes
!
interface Tunnel7
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
tunnel destination 192.168.1.7
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng forwarding-adjacency
tunnel mpls traffic-eng priority 7 7
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name short
isis metric 2 level 1

転送隣接を使用する場合、設定に tunnel mpls traffic-eng autoroute announceコマンドを指定し
ないでください。

（注）

次の例は、OFPFを使用して転送隣接を設定する方法を示しています。

Router# configure terminal

Router# show running-config

Building configuration...
Current configuration : 310 bytes
interface tunnel 1
!
interface Tunnel1
ip unnumbered Loopback0
ip ospf cost 6
tunnel destination 172.16.255.5
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng forwarding-adjacency tunnel mpls
traffic-eng priority 7 7
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1000
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 dynamic
end
Router# show mpls traffic-eng forwarding-adjacency

destination 172.16.255.5, area ospf 172 area 0, has 1 tunnels
Tunnel1 (load balancing metric 2000000, nexthop 172.16.255.5)
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(flags: Forward-Adjacency, holdtime 0)
Router#

使用方法のヒント

下の図では、Bが Aから Fへの最短パスであるため、Bと Fの間、および Cと Fの間の TEトン
ネルに転送隣接が設定されていない場合、Aから Fに転送する必要のあるトラフィックはすべて
Bを通過します（Aから Fまでのコストは 15から Bおよび 20から Cです）。

Bと Fの間、および Cと Fの間の TEトンネルに転送隣接が設定されていて、Fと Bの間、およ
び Fと Cの間の TEトンネルにも転送隣接が設定されている場合、Aは SPFアルゴリズムを計算
するとき、Fへの 2つのパスのコストが等価である（11）と見なします。したがって、Aから B
および Aから Cへのリンクを通じて伝送されるトラフィックは共有されます。

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマンド

『Cisco IOS IP Switching Command Reference』IPスイッチングコマンド

『Intermediate System-to-Intermediate System
(IS-IS) TLVs』（ホワイトペーパー）

IS-IS TLV

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能がサポートする新しいMIBまたは変
更されたMIBはありません。また、この機能
で変更された既存規格のサポートはありませ

ん。

RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

用語集
シスコエクスプレスフォワーディング：インターネットおよび企業ネットワークの将来のパフォー

マンス要件を満たす設計となっている、分散型のレイヤ 3スイッチングソリューション。

転送隣接：IS-ISまたは OSPFへのトラフィックエンジニアリングリンク（または LSP）。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報を交換するために使用されるインターネットプロトコルです。一般的な IGPには、Interior
Gateway Routing Protocol（IGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、Routing Information Protocol
（RIP）などがあります。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。オープンシステム相互接続（OSI）リンクステー
ト階層型ルーティングプロトコル。Intermediate System（IS）ルータは、単一のメトリックに基づ
いてルーティング情報を交換して、ネットワークトポロジを決定します。

ラベルスイッチドパス（LSP）：一連のホップ（R0...Rn）。パケットはラベルスイッチングメ
カニズムを使用して R0から Rnまで伝送されます。スイッチドパスは、通常のルーティングメ
カニズムに基づいて、または設定を介して、ダイナミックに選択できます。

ラベルスイッチドパス（LSP）トンネル：パケットの伝送にラベルスイッチングが使用される、
2台のルータ間に設定された接続。

MPLS：MultiprotocolLabelSwitching（マルチプロトコルラベルスイッチング）。ラベルを使用し
て IPトラフィックを転送するスイッチング方式です。このラベルによって、ネットワーク内の
ルータおよびスイッチが、事前に確立された IPルーティング情報に基づくパケットの転送先を指
示されます。

OSPF：Open Shortest Path First。インターネットコミュニティのRIPの後継アルゴリズムとして提
案された、リンクステート階層型の IGPルーティングアルゴリズム。OSPF機能には、最小コス
トによるルーティング、マルチパスのルーティング、およびロードバランシングが含まれます。

OSPFは、IS-ISプロトコルの初期バージョンから派生したものです。IS-ISを参照してください。
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SPF：Shortest Path First。OSPF操作の基礎として使用されるルーティングアルゴリズム。SPFルー
タは、電源が投入されると、ルーティングプロトコルデータ構造を初期化し、そのインターフェ

イスが動作している下位レイヤプロトコルからの指示を待機します。

TLV：Type, Length, Value（タイプ、長さ、値）。Cisco Discovery Protocolアドバタイズメントに
埋め込まれた情報のブロック。

トラフィックエンジニアリング：ネットワーク上で、標準的なルーティング方法が適用された場

合に選択されるパスとは異なるパスを経由してトラフィックがルーティングされるようにする技

術やプロセス。

トラフィックエンジニアリングトンネル：トラフィックエンジニアリングに使用されるラベル

スイッチドトンネル。このようなトンネルは、通常のレイヤ 3ルーティング以外の手段によって
設定されます。このトンネルによって、トラフィックは、レイヤ 3ルーティングでトンネルに選
択されるパスとは異なるパスを経由します。

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 8：MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の機能情報

機能情報リリース機能名

ネットワーク管理者は、MPLS
トラフィックエンジニアリン

グ転送隣接機能を使用して、

SPFアルゴリズムに基づき、TE
LSPトンネルを、IGPネット
ワーク内のリンクとして処理で

きます。

この機能は、12.0(15)Sで導入
されました。

この機能は、12.0(16)STで統合
されました。

この機能は、12.2(18)Sで統合
されました。

この機能は、12.2(18)SXDで統
合されました。

この機能は、12.2(27)SBCで統
合されました。

この機能は、12.2(28)SBで統合
されました。

この機能は、12.4(20)Tで統合
されました。

Cisco IOS XE Release 2.3では、
この機能は Cisco ASR 1000シ
リーズアグリゲーションサー

ビスルータに実装されました。

次のコマンドが変更されまし

た。debug mpls traffic-eng
forwarding-adjacency、show
mpls traffic-eng
forwarding-adjacency、および
tunnel mpls traffic-eng
forwarding-adjacency

12.0(15)S

12.0(16)ST

12.2(18)S

12.2(18)SXD

12.2(27)SBC

12.2(28)SB

12.4(20)T

Cisco IOS XE Release 2.3

MPLSトラフィックエンジニア
リング転送隣接

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
183

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接
MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の機能情報



   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
184

MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接
MPLS トラフィックエンジニアリング転送隣接の機能情報



第 10 章

MPLS トラフィックエンジニアリングクラ
スベーストンネル選択

MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）：クラスベーストンネル選択機能によって、異な
るサービスクラス（CoS）の値を持つトラフィックを、同じトンネルヘッドエンドと同じテー
ルエンド間の異なるTEトンネルにダイナミックにルーティングおよび転送できます。TEトンネ
ルは、通常の TEトンネルまたは DiffServ対応 TE（DS-TE）を使用できます。

同じヘッドエンドから同じテールエンドに異なる CoS値を伝送するように設定された複数の TE
（または DS-TE）トンネルは「トンネルバンドル」と呼ばれます。設定後、クラスベーストン
ネル選択（CBTS）は、次の要件を満たすトンネルに各パケットを動的にルーティングして転送
します。

•パケットの CoSを伝送するように設定されていること。

•パケットの宛先として適切なヘッドエンドが設定されていること。

CBTSは DS-TEトンネル経由でダイナミックルーティングを行い、設定が最小限で済むので、
大規模なネットワークにおいて DS-TEの配置が大幅に軽減されます。

CBTSは 8種類のトンネルですべての CoS値を配布できます。

CBTSを使用すると、トンネルバンドルである TEトンネルに、さまざまなインターフェイスを
通じてヘッドエンドルータを終了させることもできます。

• 機能情報の確認, 186 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択の前提条件, 186 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択の制約事項, 186 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択について, 187 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択の設定方法, 195 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -クラスベーストンネル選択の設定例, 204 ページ

• その他の参考資料, 211 ページ
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• MPLSトラフィックエンジニアリング -クラスベーストンネル選択の機能情報, 211 ページ

• 用語集, 213 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストン
ネル選択の前提条件

•すべてのトンネルインターフェイスで、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）が
イネーブルになっている必要があります。

•シスコエクスプレスフォワーディングまたは分散型シスコエクスプレスフォワーディング
がグローバルコンフィギュレーションモードでイネーブルになっている必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストン
ネル選択の制約事項

•特定の宛先に対するすべてのCoS値は、同じテールエンドが終端となるトンネルで伝送され
ます。すべてのCoS値がトンネルで伝送されるか、またはトンネルでまったく値が伝送され
ないかのいずれかです。したがって、1つの宛先について、一部のCoS値をDS-TEトンネル
でマッピングし、その他の CoS値を最短パス優先（SPF）ラベル配布プロトコル（LDP）ま
たは SPF IPパスでマッピングすることはできません。

• CBTSでは、特定の試験的（EXP）値を複数のトンネルでロードバランシングできません。2
つ以上のトンネルが特定の EXP値を伝送するように設定されている場合、CBTSでは、これ
らのトンネルのうちの 1つが選択されて、この EXP値が伝送されます。

• CBTSの動作はMPLS TE自動メッシュまたはラベル制御（LC）ATMではサポートされてい
ません。
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• Any Transport over MPLS（AToM）に関しては、Ethernet over MPLS（EoMPLS）が使用されて
いる場合にのみ CBTSの動作がサポートされます。

• Cisco IOS XE Release 3.6S以降のリリースでは、マスタートンネルを設定しない CBTSが機
能しません。設定情報の詳細については、「マスタートンネルの設定」を参照してくださ

い。

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストン
ネル選択について

MPLS TE クラスベーストンネル選択でサポートされる着信トラフィッ
ク

CBTS機能では、次の種類の着信パケットがサポートされます。

•プロバイダーエッジ（PE）デバイス：バーチャルプライベートネットワーク（VPN）ルー
ティング/転送（VRF）インスタンスインターフェイスに入るラベルなしのパケット

•プロバイダーコア（P）デバイス：非 VRFインターフェイスに入るラベルなしおよびMPLS
ラベル付きのパケット

• Carrier Supporting Carrier（CSC）または Interautonomous system（Inter-AS）内の PEデバイス：
VRFインターフェイスに入るMPLSラベル付きのパケット

MPLS TE クラスベーストンネル選択の CoS 属性
CBTSでは、ヘッドエンドデバイスによってパケットに設定される EXPフィールドの値に基づい
たトンネル選択がサポートされています。ヘッドエンドデバイスでは、この値を設定する前に、

入力モジュラのQuality of Service（QoS）コマンドラインインターフェイス（CLI）（MQC）が考
慮されます。入力MQCによって EXPフィールドの値が変更されている場合、CBTSでは変更後
の値がトンネル選択に使用されます。

パケットは、複数の着信インターフェイスからヘッドエンドに入ることができます。これらのイ

ンターフェイスは、異なる DiffServポリシーを持つ異なるカスタマーからのものでもかまいませ
ん。このような場合、サービスプロバイダーは通常、入力MQCを使用して独自の DiffServポリ
シーを適用し、設定される EXP値を適宜マークします。したがって、CBTSは、サービスプロバ
イダーによってマークされたEXP値を考慮することによって、すべてのカスタマーに対して整合
性のある動作を実行できます。
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出力MQCによって EXPフィールドが変更された場合、CBTSでは EXP値の変更は無視され
ます。

（注）

CBTSでは、すべてのサービスクラスを最大 8つの異なるトンネルに分散できます。

ルーティングプロトコルと MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSでは、次のルーティングプロトコルを使用して、指定された宛先へのMPLSTEトンネルに
パケットがルーティングおよび転送されます。

•自動ルートが設定された Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

•自動ルートが設定された Open Shortest Path First（OSPF）

•スタティックルーティング

• BGPネクストホップに再帰が設定されたボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）（パケッ
トは、IS-IS、OSPF、またはスタティックルーティングを使用してトンネルに転送されます）

MPLS TE クラスベーストンネル選択によるトンネル選択
ここでは、トンネル選択に関する次の内容について説明します。

EXP マッピング設定
CBTSでは、各トンネルに次のいずれか任意の値を設定できます。

• CBTS機能が導入される前に設定されていたものと同じ（つまり EXP関連の情報を含まな
い）EXP情報

•伝送するトンネルの 1つ以上の EXP値

•アップ状態にあるいずれのトンネルにも現在割り当てられていないすべてのEXP値を伝送可
能にするプロパティ（default）

•伝送するトンネルに対する1つ以上のEXP値、およびアップ状態にあるいずれのトンネルに
も現在割り当てられていないすべての EXP値を伝送可能にする defaultプロパティ

defaultプロパティ（アップ状態にあるいずれのトンネルにも現在割り当てられていないすべての
EXP値を伝送可能にするプロパティ）は、オペレータがすべての取りうるEXP値を明示的に列挙
する必要がなく、効率的な方法です。さらに重要な点として、defaultプロパティを使用すると、
オペレータは、特定のEXP値を伝送するトンネルがダウンした場合に、それらの代わりとして使
用するトンネルプリファレンスを指定できます（コマンド構文については、tunnelmpls traffic-eng
expコマンドを参照してください）。
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各トンネルの設定は他のトンネルの設定に依存しません。CBTSは EXPの設定の整合性検査を行
いません。

この機能を使用すると、次のように設定を行えます。

•すべての EXP値を明示的にトンネルに割り当てない。

•複数のトンネルが defaultプロパティを持つように設定する。

•一部のトンネルにEXP値が設定されており、他のトンネルにはいかなる値も設定されていな
い。

•特定の EXP値を複数のトンネルに設定する。

EXP 値に対するトンネル選択
この機能を使用したトンネル選択は 2ステップのプロセスです。

1 指定されたプレフィックスに対して、CBTS機能がない場合とまったく同じルーティング（自
動ルート、スタティックルート）が行われます。デバイスでは、トンネルに設定された EXP
関連情報に関係なく、最適なメトリックを持つ動作中のトンネルのセットが選択されます。

2 CBTSによって、すべての EXP値が、トンネルの選択されたセットにマッピングされます。

3 指定された EXP値が設定されている場合

•選択されたセット内のいずれか 1つのトンネルのみに対してこの値が設定されている場
合、CBTSは EXP値をそのトンネルにマッピングします。

•選択されたセット内の2つ以上のトンネルに対してこの値が設定されている場合は、CBTS
によってそれらのトンネルのうち任意の 1つに EXP値がマッピングされます。

4 指定された EXP値が選択されたセット内のいずれのトンネルにも設定されていない場合

•選択されたセット内のトンネルの1つだけがデフォルトとして設定されている場合、CBTS
によって EXP値がそのトンネルにマッピングされます。

•選択されたセット内の 2つ以上のトンネルがデフォルトとして設定されている場合は、
CBTSによってそれらのトンネルのうち任意の 1つに EXP値がマッピングされます。

•選択されたセット内にデフォルトとして設定されたトンネルがない場合は、CBTSによっ
てそれらのトンネルのうち任意の 1つに EXP値がマッピングされます。

CBTSでは、自動ルートを利用してトンネルバンドルが選択されます。自動ルートでは、宛先へ
のSPFにあるトンネルだけが選択されます。そのため、自動ルートと同様に、CBTSではルーティ
ングループの危険が生じません。

トンネル選択の例

次に、オペレータが設定するさまざまなトンネル設定の例、およびEXP値を伝送するパケットが
CBTSによってこれらのトンネルにマッピングされる方法を示します。各例では、デフォルトト
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ンネルが設定されている場合や、同じEXP値を持つ複数のトンネルが設定されている場合など、
さまざまな設定を示します。

例 1：デフォルトトンネルが設定されている場合

オペレータが、トンネル T1と T2に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2: exp = default

T1と T2がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合、CBTSでは、次の
ようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ

• <宛先 = P、exp = 5以外>のパケットは T2へ

例 2：EXP 値が 2 つのトンネルに設定され、1 つがデフォルトトンネルである場合

オペレータが、トンネル T1、T2、および T3に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2: exp = 3と 4

• T3: exp = default

T1、T2、および T3がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合、CBTS
では、次のようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ

• <宛先 = P、exp = 3または 4>のパケットは T2へ

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T3へ

例 3：同じ EXP を持つトンネルが複数ある場合

オペレータが、トンネル T1、T2、および T3に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2：exp = 5

• T3: exp = default

T1、T2、および T3がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合、CBTS
では、次のようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ（任意選択）

• <宛先 = P、exp = 5以外>のパケットは T3へ

• T2にマッピングされるパケットはなし
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例 4：スタティックルートが設定されている場合

オペレータが、トンネル T1と T2に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2：exp = 3

• Pへのスタティックルートを T2に設定

プレフィックス Pが T1および T2のテールエンドデバイスの背後にある場合、CBTSでは、次の
ようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp =任意>のパケットは T2へ

• T1にマッピングされるパケットはなし

スタティックルートはダイナミックルートよりも優先されるため、デバイスではトンネルの選択

されたセットとして T2だけが選択されます。

例 5：デフォルトおよびメトリックの設定がない場合

オペレータが、トンネル T1と T2に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2：exp = 3

T1と T2がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合、CBTSでは、次の
ようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ

• <宛先 = P、exp = 3>のパケットは T2へ

• <宛先 = P、exp = 3と 5以外>のパケットは T2へ

トンネルに設定されているいずれかの値と異なるEXP値を持つパケットが着信すると、パケット
はデフォルトトンネルに入ります。デフォルトトンネルが設定されていない場合、パケットは、

CBTSにより任意に選択されたトンネルに入ります。

非 TE パスと MPLS TE クラスベーストンネル選択を使用したマルチパス

ルーティングプロセスの特定のプレフィックスにおいて、デバイスで、TEトンネルと非 TEトン
ネルパス（SPFパス）の両方を含むパスのセットが選択されることがあります。たとえば、内部
ボーダーゲートウェイプロトコル（iBGP）マルチパスがアクティブになり、このプレフィック
スに対して、TEトンネル経由で到達可能な BGPネクストホップと非 TEトンネルパス経由で到
達可能な BGPネクストホップが混在した複数の BGPネクストホップが選択されることがありま
す。

コストの等しい IGPパスが TEトンネル経由と非 TEトンネルパス経由で存在することもありま
す。たとえば、TEトンネルメトリックが変更されて、SPFパスと同等になる可能性があります。

このような状況において、CBTSでは次のようにトラフィックがマッピングされます。

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
191

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択
MPLS TE クラスベーストンネル選択によるトンネル選択



•指定された EXP値が選択されたセット内の 1つ以上のトンネルに設定されている場合は、
CBTSによってそれらのトンネルのうちの 1つに EXP値がマッピングされます。

•指定されたEXP値が選択されたセット内のどのトンネルにも設定されておらず、選択された
セット内で 1つ以上のトンネルがデフォルトとして設定されている場合は、CBTSによって
それらのトンネルのうちの 1つに EXP値がマッピングされます。

•指定されたEXP値が選択されたセット内のどのトンネルにも設定されておらず、選択された
セット内のトンネルがいずれもデフォルトとして設定されていない場合は、CBTSは選択さ
れたセット内のトンネルのうち任意の 1つに EXP値をマッピングし、他の非 TEパスとの間
で CoSに関係なくロードバランシングを実行します。

•ルーティングプロセスによってすべての EXP値がトンネルに割り当てられている場合、ま
たはデフォルトが使用されている場合は、すべてのTEトンネルがダウン状態でないかぎり、
ルーティングにおいて非 TEパスは使用されません。

MPLS TE クラスベーストンネル選択およびポリシーベースルーティング

（非VRF環境における）TEトンネル経由のポリシーベースルーティング（PBR）、およびCBTS
の両方を設定している場合、PBRによる決定が CBTSによる決定よりも優先されます。PBRは、
通常の転送の前にデバイスによって実行される入力プロセスです。

トンネル障害処理

CBTS動作において重要な問題は、トンネルインターフェイスがアップ状態であるかダウン状態
であるかであり、現在の TEラベルスイッチドパス（LSP）がアップ状態であるかダウン状態で
あるかではありません。たとえば、TE LSPがダウンしても、別のパスオプションが存在するた
め、ヘッドエンドによって再確立されます。TELSPが再確立されるまでの一時的な期間中、トン
ネルインターフェイスはダウン状態にはなりません。トンネルインターフェイスがダウン状態と

ならないため、対応する EXPはこの一時的な期間中、別のトンネルにリルートされません。

CBTSで転送に使用されているトンネルがダウンした場合、影響のある EXP値に対するトンネル
選択が調整されます。次の例に示すように、トンネル選択アルゴリズムが再度適用されて、すべ

ての EXP値のパケットの動作が定義されます。

例 1：デフォルトトンネル以外のトンネルがダウンした場合

オペレータが、トンネル T1、T2、および T3に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2: exp = 3と 4

• T3: exp = default

T1、T2、および T3がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合にトンネ
ル T1がダウンすると、CBTSでは、次のようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 3、4>のパケットは T2へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T3へ（以前と同様）
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• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T3へ

例 2：デフォルトトンネルがダウンした場合

オペレータが、トンネル T1、T2、および T3に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2: exp = 3と 4

• T3: exp = default

T1、T2、および T3がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合にトンネ
ル T3がダウンすると、CBTSでは、次のようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 3、4>のパケットは T2へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T1へ

例 3：2 つのデフォルトトンネルが設定されている場合

オペレータが、トンネル T1、T2、および T3に次のパラメータを設定します。

• T1: exp = 5

• T2：exp = 3、4、と default

• T3：exp = 0、1、2、6、7、と default

T1、T2、および T3がプレフィックス Pのネクストホップインターフェイスである場合にトンネ
ル T3がダウンすると、CBTSでは、次のようにパケットがトンネルにマッピングされます。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 3、4>のパケットは T2へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T2へ

トンネル T2がダウンした場合、CBTSでは、次のようにパケットがトンネルにマッピングされま
す。

• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T1へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T3へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 3または 4>のパケットは T3へ

トンネル T1がダウンした場合、CBTSでは、次のようにパケットがトンネルにマッピングされま
す。

• <宛先 = P、exp = 3または 4>のパケットは T2へ（以前と同様）

• <宛先 = P、exp = 0、1、2、6、または 7>のパケットは T3へ（以前と同様）

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
193

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択
MPLS TE クラスベーストンネル選択によるトンネル選択



• <宛先 = P、exp = 5>のパケットは T2または T3へ（ただし両方にはマッピングされない）

例 3では、オペレータは EXPデフォルトオプションを 2つのトンネルに設定して、非音声トラ
フィックが音声トンネル（T1）にリダイレクトされないようにしています。

パケットの順序逆転

DiffServでは、パケットの in-contractおよび out-of-contractのマーキングのために、同じ CoS値に
属しているにもかかわらず、特定のフローからのパケットに互いに異なるEXP値がマークされて
いる場合があります。これらの EXPビットの値を EXP-inおよび EXP-outと呼びます。

EXP-inのパケットが EXP-outのパケットとは異なるトンネルに送信されると、同じフロー内でパ
ケットの順序が逆転する場合があります。このため、CBTSでは、オペレータは、EXP-inとEXP-out
が異なるトンネルにマッピングされないように設定できます。

CBTS機能では、オペレータは、EXP-inと EXP-outが同じトンネルに転送されるように設定でき
ます（そのトンネルがアップ状態の場合）。これにより、この機能でパケットの順序が逆転しな

いことが保証されます。トンネルの障害が発生した場合、トンネル選択アルゴリズムにより、

EXP-inと EXP-outが障害前に同じトンネル上で伝送されていた場合は、障害後も同じトンネル上
で伝送されることが保証されます。そのため、CBTSは、トンネル障害が発生した場合でも、一
時的でない順序逆転から保護できます。

CBTS自体によって EXP-inおよび EXP-outが同じトンネルで伝送されるように設定されるわ
けではありません。EXP-inと EXP-outが同じトンネルで伝送されるように CBTSを設定する
必要があります。これは、通常の DiffServにおいて、EXP-inと EXP-outが同じキューに入る
ようにオペレータが設定する必要があることと同じです。

（注）

高速リルートと MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSでは、CoSベースの選択を設定するトンネルに Fast Reroute（FRR）保護を使用できます。

ただし、マスタートンネルには FRRを設定できません。（注）

FRRを使用したCBTS動作でも、FRRバックアップトンネルを使用できる数およびその方法は変
わりません。FRRの動作は、CBTSがアクティブ化されていないときと同じです。特定のヘッド
エンドから特定のテールエンドまでのプライマリトンネルを設定したあと、CoSベーストンネル
選択をアクティブにしているかどうかにかかわらず、同じようにFRRを使用できます。次のよう
な設定が可能です。

•どのトンネルでも FRRを使用しません。

•トラフィックが同じインターフェイスから出る場合に、x個のトンネルのすべてを FRRで保
護し、同じバックアップトンネルを共有します。
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•トラフィックが同じインターフェイスから出る場合に、x個のトンネルの一部は FRRで保護
せずに、その他のトンネルを FRRで保護して、同じバックアップトンネルを共有します。

• x個のトンネルの一部は FRRで保護せずに、その他のトンネルを FRRで保護して、異なる
バックアップトンネルで保護します（トラフィックが異なるインターフェイスから出る場合

や、同じインターフェイスから出る場合）。バックアップトンネルには、帯域幅保証が存在

します。

CBTSの動作で問題となる点は、トンネルインターフェイスがダウンしているか、稼働し続けて
いるかのみです。FRRによって、CBTSがトンネルに設定されていない場合とまったく同様に特
定のトンネルが保護されます。

DS-TE トンネルと MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSは、DS-TEを使用するトンネル上で動作します。したがって、CoSベースの選択が実行さ
れるトンネルでは、それぞれ任意にかつ独立して、グローバルプールまたはサブプールの帯域幅

を使用できます。

再最適化と MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSでは、CoSベースの選択が実行されるトンネルの再最適化が可能です。再最適化は、CBTS
動作には影響しません。

エリア間および Inter-AS と MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSは、エリア間トンネルの送信先プレフィックスまたは BGPネクストホップでスタティック
ルートが使用されている場合に、エリア間のトンネルで動作します。

ATM PVC と MPLS TE クラスベーストンネル選択
CBTSは ATM相手先固定接続（PVC）で動作します。つまり、CBTSによって処理される TEト
ンネルまたは DS-TEトンネルは、ATM PVCであるリンクにまたがることができます。ATM PVC
は、CBTSが実行されているヘッドエンドデバイス、および中継ラベルスイッチルータ（LSR）
で使用できます。

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストン
ネル選択の設定方法

CBTS機能は、トンネルのヘッドエンドのみで設定する必要があります。テールエンドまたは中
継 LSRでは、CBTSの設定は必要ありません。
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同じヘッドエンドから同じテールエンドへの複数の MPLS TE トンネル
または DS-TE トンネルの作成

下の図に、トンネル 65とトンネル 66という 2つのトンネルの例を示します。これらのトンネル
は、同じヘッドエンドと同じテールエンドとの間で異なるクラスのトラフィックを転送します。

図 5：同じヘッドエンドとテールエンド間で異なるサービスクラスを転送するトンネル

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface tunnelnumber
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination {hostname | ip-address}
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool | global] bandwidth
8. exit
9. 同じヘッドエンドデバイスでステップ 3～ 8を繰り返し、このヘッドエンドから同じテールエ
ンドへのその他のトンネルを作成します。

10. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnelnumber

例：

Device(config)# interface tunnel 65

ステップ 3   

明示的な IPアドレスをインターフェイスに割り当て
ずにインターフェイス上の IP処理をイネーブルにし
ます。

ip unnumbered type number

例：

Device(config-if)# ip unnumbered loopback
0

ステップ 4   

このパスオプションのトンネルの宛先を指定します。tunnel destination {hostname | ip-address}

例：

Device(config-if)# tunnel destination
10.10.10.12

ステップ 5   

トンネルのモードを、TE用のMPLSに設定します。tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Device(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

MPLS TEトンネルの帯域幅を設定します。トンネル
に自動帯域幅が設定されている場合は、tunnel mpls

tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool
| global] bandwidth

例：

Device(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth sub-pool 3000

ステップ 7   

traffic-eng bandwidthコマンドを使用して、トンネル
の初期帯域幅を設定します。この初期帯域幅は、自動

帯域幅メカニズムによって調整されます。

これらの TEトンネルまたは DS-TEトンネ
ルに対しては、任意の既存のMPLSTEコマ
ンドを設定できます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 8   

--同じヘッドエンドデバイスでステップ 3～
8を繰り返し、このヘッドエンドから同じ

ステップ 9   

テールエンドへのその他のトンネルを作成

します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config)# end

ステップ 10   

各 MPLS TE トンネルまたは DS-TE トンネルによって伝送される EXP 値
の設定

作成する各トンネルに対して、トンネルで伝送する EXP値を指定する必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. tunnel mpls traffic-eng eng [list-of-exp-values] [default]
5. exit
6. 同じヘッドエンドから同じテールエンドへの複数のMPLS TEトンネルまたは DS-TEトンネル
の作成, （196ページ）で作成したすべてのMPLS TEトンネルに対してステップ 3～ 5を繰り
返します。

7. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Device(config)# interface tunnel 65

ステップ 3   

CBTSバンドルの一部であるメンバトンネル経
由で転送される EXPビットを指定します。

tunnel mpls traffic-eng eng [list-of-exp-values]
[default]

例：

Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng
exp 5

ステップ 4   

グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 5   

--同じヘッドエンドから同じテールエンドへの複

数のMPLS TEトンネルまたは DS-TEトンネル
ステップ 6   

の作成,（196ページ）で作成したすべてのMPLS
TEトンネルに対してステップ 3～ 5を繰り返し
ます。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 7   
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MPLS TE または DS-TE トンネルが動作しており、かつ IGP にアナウン
スされていることの確認

手順の概要

1. show mpls traffic-eng topology {ip-address | igp-id {isisnsap-address | ospfip-address} [brief]
2. show mpls traffic-eng tunnels number [brief] [protection]
3. show ip cef summary
4. showmpls forwarding-table [network {mask | length} | labels label [-label] | interface interface| next-hop

address | lsp-tunnel [tunnel-id]] [vrfvrf-name] [detail]
5. show mpls traffic-eng autoroute

手順の詳細

ステップ 1 show mpls traffic-eng topology {ip-address | igp-id {isisnsap-address | ospfip-address} [brief]
このコマンドを使用して、このノードで現在認識されているMPLS TEグローバルトポロジを表示しま
す。

例：

Device# show mpls traffic-eng topology
My_System_id: 0000.0025.0003.00

IGP Id: 0000.0024.0004.00, MPLS TE Id:172.16.4.4 Router Node
link[0 ]:Intf Address: 10.1.1.4

Nbr IGP Id: 0000.0024.0004.02,
admin_weight:10, affinity_bits:0x0
max_link_bw:10000 max_link_reservable: 10000

globalpool subpool
total allocated reservable reservable
--------------- ---------- ----------

bw[0]: 0 1000 500
bw[1]: 10 990 490
bw[2]: 600 390 390
bw[3]: 0 390 390
bw[4]: 0 390 390
bw[5]: 0 390 390

ステップ 2 show mpls traffic-eng tunnels number [brief] [protection]
このコマンドを使用して、特定のトンネリングインターフェイスの情報を表示します。

例：

Device# show mpls traffic-eng tunnels 500 brief protection

Device#_t500
LSP Head, Tunnel500, Admin: up, Oper: up
Src 172.16.0.5, Dest 172.16.0.8, Instance 17
Fast Reroute Protection: None
Path Protection: 1 Common Link(s) , 1 Common Node(s)
Primary lsp path:192.168.6.6 192.168.7.7

192.168.8.8 192.168.0.8
Protect lsp path:172.16.7.7 192.168.8.8
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10.0.0.8
Path Protect Parameters:
Bandwidth: 50 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)

InLabel : -
OutLabel : Serial5/3, 46
RSVP Signalling Info:

Src 172.16.0.5, Dst 172.16.0.8, Tun_Id 500, Tun_Instance 18
RSVP Path Info:
My Address: 172.16.0.5
Explicit Route: 192.168.7.7 192.168.8.8
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=50 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=50 kbits

RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=50 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=50 kbits

ステップ 3 show ip cef summary
このコマンドを使用して、IP CEFテーブルの概要を表示します。

例：

Device# show ip cef summary
IP Distributed CEF with switching (Table Version 25), flags=0x0
21 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 1
21 leaves, 16 nodes, 19496 bytes, 36 inserts, 15 invalidations
0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
universal per-destination load sharing algorithm, id 5163EC15
3(0) CEF resets, 0 revisions of existing leaves
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
0 in-place/0 aborted modifications
refcounts: 4377 leaf, 4352 node
Table epoch: 0 (21 entries at this epoch)
Adjacency Table has 9 adjacencies

ステップ 4 show mpls forwarding-table [network {mask | length} | labels label [-label] | interface interface| next-hop address
| lsp-tunnel [tunnel-id]] [vrfvrf-name] [detail]
このコマンドを使用して、MPLSラベル転送情報ベース（LFIB）の内容を表示します。

例：

Device# show mpls forwarding-table
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
Label Label or VC or Tunnel Id switched interface
26 No Label 10.253.0.0/16 0 Et4/0/0 10.27.32.4
28 1/33 10.15.0.0/16 0 AT0/0.1 point2point
29 Pop Label 10.91.0.0/16 0 Hs5/0 point2point

1/36 10.91.0.0/16 0 AT0/0.1 point2point
30 32 10.250.0.97/32 0 Et4/0/2 10.92.0.7

32 10.250.0.97/32 0 Hs5/0 point2point
34 26 10.77.0.0/24 0 Et4/0/2 10.92.0.7

26 10.77.0.0/24 0 Hs5/0 point2point
35 No Label[T] 10.100.100.101/32 0 Tu301 point2point
36 Pop Label 10.1.0.0/16 0 Hs5/0 point2point

1/37 10.1.0.0/16 0 AT0/0.1 point2point
[T] Forwarding through a TSP tunnel.

View additional tagging info with the 'detail' option

ステップ 5 show mpls traffic-eng autoroute
このコマンドを使用して、インターフェイス、宛先、帯域幅を含め、IGPにアナウンスされているトンネ
ルを表示します。
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例：

Device# show mpls traffic-eng autoroute
MPLS TE autorouting enabled
destination 10.0.0.9, area ospf 10 area 0, has 4 tunnels

Tunnel1 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)

Tunnel2 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)

Tunnel3 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)

Tunnel4 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)

マスタートンネルの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface tunnelnumber
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination {hostname | ip-address}
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
8. tunnel mpls traffic-eng exp-bundle master
9. tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member tunnel-number
10. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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。

configure terminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnelnumber

例：

Device(config)# interface tunnel 65

ステップ 3   

明示的な IPアドレスをインターフェイスに割り当
てずにインターフェイス上の IP処理をイネーブル
にします。

ip unnumbered type number

例：

Device(config-if)# ip unnumbered loopback
0

ステップ 4   

このパスオプションのトンネルの宛先を指定しま

す。

tunnel destination {hostname | ip-address}

例：

Device(config-if)# tunnel destination
10.10.10.12

ステップ 5   

トンネルのモードを、TE用のMPLSに設定しま
す。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Device(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

トンネルがアップ状態の場合に、IGPに対して拡
張 SPFの計算でそのトンネルを使用するように指
示します。

tunnel mpls traffic-eng autoroute announce

例：
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng
autoroute announce

ステップ 7   

マスタートンネルを設定します。tunnel mpls traffic-eng exp-bundle master

例：

Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng
exp-bundle master

ステップ 8   

マスタートンネルのメンバトンネルを指定しま

す。

tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member
tunnel-number

例：

Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng
exp-bundle member tunnel1

ステップ 9   
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Device(config-if)# exit

ステップ 10   

MPLS トラフィックエンジニアリング - クラスベースト
ンネル選択の設定例

例：同じヘッドエンドから同じテールエンドへの複数の MPLS TE トン
ネルまたは DS-TE トンネルの作成

次の例は、同じヘッドエンドから同じテールエンドに複数のMPLS TEトンネルまたは DS-TEト
ンネルを作成する方法を示しています。

Device(config)# interface Tunnel 65

Device(config-if)# ip numbered loopback 0
Device(config-if)# tunnel destination 10.1.1.1

Device(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth sub-pool 30000

Device(config-if)# ^Z
Device(config)# interface Tunnel 66

Device(config-if)# ip numbered loopback 0
Device(config-if)# tunnel destination 10.1.1.1

Device(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 50000
Device(config-if)# end
Device#

例：各 MPLS TE トンネルまたは DS-TE トンネルによって伝送される
EXP 値の設定

次の例は、作成した各MPLS TEトンネルまたは DS-TEトンネルによって伝送される EXP値の設
定方法を示しています。

Device(config)# interface Tunnel 65

Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 5
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Device(config-if)# ^Z
Device(config)#
Device(config)# interface Tunnel 66

Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 0 1 2 3 4 6 7
Device(config-if)# end
Device#

例：MPLS TE または DS-TE トンネルが動作しており、かつ IGP にアナ
ウンスされていることの確認

次の各例の出力は、MPLSTEまたはDS-TEトンネルが動作中で認識されていることを確認するの
に役立ちます。

show mpls traffic-eng topologyコマンドの出力で、MPLS TEグローバルトポロジを表示します。

Device# show mpls traffic-eng topology 10.0.0.1
IGP Id: 10.0.0.1, MPLS TE Id:10.0.0.1 Router Node (ospf 10 area 0) id 1

link[0]: Broadcast, DR: 10.0.1.2, nbr_node_id:6, gen:18
frag_id 0, Intf Address:10.1.1.1
TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
SRLGs: None
physical_bw: 100000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

Global Pool Sub Pool
Total Allocated Reservable Reservable
BW (kbps) BW (kbps) BW (kbps)
--------------- ----------- ----------

bw[0]: 0 1000 0
bw[1]: 0 1000 0
bw[2]: 0 1000 0
bw[3]: 0 1000 0
bw[4]: 0 1000 0
bw[5]: 0 1000 0
bw[6]: 0 1000 0
bw[7]: 100 900 0

link[1]: Broadcast, DR: 10.0.2.2, nbr_node_id:7, gen:19
frag_id 1, Intf Address:10.0.2.1
TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
SRLGs: None
physical_bw: 100000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

Global Pool Sub Pool
Total Allocated Reservable Reservable
BW (kbps) BW (kbps) BW (kbps)
--------------- ----------- ----------

bw[0]: 0 1000 0
bw[1]: 0 1000 0
bw[2]: 0 1000 0
bw[3]: 0 1000 0
bw[4]: 0 1000 0
bw[5]: 0 1000 0
bw[6]: 0 1000 0
bw[7]: 300 700 0
Device#
Device# show mpls traffic-eng topology 10.0.0.9
IGP Id: 10.0.0.9, MPLS TE Id:10.0.0.9 Router Node (ospf 10 area 0) id 3

link[0]: Point-to-Point, Nbr IGP Id: 10.0.0.5, nbr_node_id:5, gen:9
frag_id 1, Intf Address:10.0.5.2, Nbr Intf Address:10.0.5.1
TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
SRLGs: None
physical_bw: 155000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

Global Pool Sub Pool
Total Allocated Reservable Reservable
BW (kbps) BW (kbps) BW (kbps)
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--------------- ----------- ----------
bw[0]: 0 1000 0
bw[1]: 0 1000 0
bw[2]: 0 1000 0
bw[3]: 0 1000 0
bw[4]: 0 1000 0
bw[5]: 0 1000 0
bw[6]: 0 1000 0
bw[7]: 0 1000 0

link[1]: Point-to-Point, Nbr IGP Id: 10.0.0.7, nbr_node_id:4, gen:9
frag_id 0, Intf Address:10.0.6.2, Nbr Intf Address:10.0.6.1
TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
SRLGs: None
physical_bw: 155000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)
max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)

Global Pool Sub Pool
Total Allocated Reservable Reservable
BW (kbps) BW (kbps) BW (kbps)
--------------- ----------- ----------

bw[0]: 0 1000 0
bw[1]: 0 1000 0
bw[2]: 0 1000 0
bw[3]: 0 1000 0
bw[4]: 0 1000 0
bw[5]: 0 1000 0
bw[6]: 0 1000 0
bw[7]: 0 1000 0
Device#

show mpls traffic-eng tunnelsコマンドの出力は、トンネルについての情報を表示します。

Device# show mpls traffic-eng tunnels tunnel1
Name: Router_t1 (Tunnel1) Destination: 10.0.0.9
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit path1 (Basis for Setup, path weight 3)

Config Parameters:
Bandwidth: 100 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 100 bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : FastEthernet6/0, 12304
RSVP Signalling Info:

Src 10.0.0.1, Dst 10.0.0.9, Tun_Id 1, Tun_Instance 10
RSVP Path Info:
My Address: 10.0.1.1
Explicit Route: 10.0.1.2 10.0.3.2 10.0.5.2 10.0.0.9
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=100 kbits

RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=17179869 kbits

Shortest Unconstrained Path Info:
Path Weight: 3 (TE)
Explicit Route: 10.0.2.1 180.0.2.2 10.0.3.2 180.0.5.2

10.0.0.9
History:
Tunnel:
Time since created: 15 minutes, 18 seconds
Time since path change: 15 minutes, 5 seconds

Current LSP:
Uptime: 15 minutes, 5 seconds

Device# show mpls traffic-eng tunnel tunnel2
Name: Router_t2 (Tunnel2) Destination: 10.0.0.9
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit path2 (Basis for Setup, path weight 3)

Config Parameters:
Bandwidth: 100 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
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Metric Type: TE (default)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 100 bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : FastEthernet6/1, 12305
RSVP Signalling Info:

Src 10.0.0.1, Dst 10.0.0.9, Tun_Id 2, Tun_Instance 10
RSVP Path Info:
My Address: 10.0.2.1
Explicit Route: 10.0.2.2 10.0.4.2 10.0.6.2 10.0.0.9
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=100 kbits

RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=17179869 kbits

Shortest Unconstrained Path Info:
Path Weight: 3 (TE)
Explicit Route: 10.0.2.1 10.0.2.2 10.0.3.2 10.0.5.2

10.0.0.9
History:
Tunnel:
Time since created: 15 minutes, 19 seconds
Time since path change: 15 minutes, 6 seconds

Current LSP:
Uptime: 15 minutes, 6 seconds

Device# show mpls traffic-eng tunnels tunnel3
Name: Router_t3 (Tunnel3) Destination: 10.0.0.9
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit path2 (Basis for Setup, path weight 3)

Config Parameters:
Bandwidth: 100 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 100 bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : FastEthernet6/1, 12306
RSVP Signalling Info:

Src 10.0.0.1, Dst 10.0.0.9, Tun_Id 3, Tun_Instance 8
RSVP Path Info:
My Address: 10.0.2.1

' Explicit Route: 10.0.2.2 10.0.4.2 10.0.6.2 10.0.0.9
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=100 kbits

RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=17179869 kbits

Shortest Unconstrained Path Info:
Path Weight: 3 (TE)
Explicit Route: 10.0.2.1 10.0.2.2 10.0.3.2 10.0.5.2

10.0.0.9
History:
Tunnel:
Time since created: 15 minutes, 19 seconds
Time since path change: 15 minutes, 7 seconds

Current LSP:
Uptime: 15 minutes, 7 seconds

Device# show mpls traffic-eng tunnels tunnel4
Name: Router_t4 (Tunnel4) Destination: 10.0.0.9
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit path2 (Basis for Setup, path weight 3)

Config Parameters:
Bandwidth: 100 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 100 bw-based
auto-bw: disabled
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Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : FastEthernet6/1, 12307
RSVP Signalling Info:

Src 10.0.0.1, Dst 10.0.0.9, Tun_Id 4, Tun_Instance 6
RSVP Path Info:
My Address: 10.0.2.1
Explicit Route: 10.0.2.2 10.0.4.2 10.0.6.2 10.0.0.9
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=100 kbits

RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=100 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=17179869 kbits

Shortest Unconstrained Path Info:
Path Weight: 3 (TE)
Explicit Route: 10.0.2.1 10.0.2.2 10.0.3.2 10.0.5.2

10.0.0.9
History:
Tunnel:
Time since created: 15 minutes, 20 seconds
Time since path change: 15 minutes, 8 seconds

Current LSP:
Uptime: 15 minutes, 8 seconds

show ip cef detailコマンドの出力で、トンネルの詳細な FIBエントリ情報を表示します。

Device# show ip cef tunnel1 detail
IP CEF with switching (Table Version 46), flags=0x0
31 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 2
2 instant recursive resolutions, 0 used background process
8 load sharing elements, 8 references
6 in-place/0 aborted modifications
34696 bytes allocated to the FIB table data structures
universal per-destination load sharing algorithm, id 9EDD49E1
1(0) CEF resets
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
Tree summary:
8-8-8-8 stride pattern
short mask protection disabled
31 leaves, 23 nodes using 26428 bytes
Table epoch: 0 (31 entries at this epoch)

Adjacency Table has 13 adjacencies
10.0.0.9/32, version 45, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
tag information set, all rewrites inherited
local tag: tunnel head

via 0.0.0.0, Tunnel1, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 0.0.0.0, Tunnel1
valid adjacency
tag rewrite with Tu1, point2point, tags imposed {12304}

0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes

internal 0 packets, 0 bytes
Device# show ip cef tunnel2 detail
IP CEF with switching (Table Version 46), flags=0x0
31 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 2
2 instant recursive resolutions, 0 used background process
8 load sharing elements, 8 references
6 in-place/0 aborted modifications
34696 bytes allocated to the FIB table data structures
universal per-destination load sharing algorithm, id 9EDD49E1
1(0) CEF resets
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
Tree summary:
8-8-8-8 stride pattern
short mask protection disabled
31 leaves, 23 nodes using 26428 bytes
Table epoch: 0 (31 entries at this epoch)

Adjacency Table has 13 adjacencies
10.0.0.9/32, version 45, epoch 0, per-destination sharing
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0 packets, 0 bytes
tag information set, all rewrites inherited
local tag: tunnel head

via 0.0.0.0, Tunnel2, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 0.0.0.0, Tunnel2
valid adjacency
tag rewrite with Tu2, point2point, tags imposed {12305}

0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes

internal 0 packets, 0 bytes
Device# show ip cef tunnel3 detail
IP CEF with switching (Table Version 46), flags=0x0
31 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 2
2 instant recursive resolutions, 0 used background process
8 load sharing elements, 8 references
6 in-place/0 aborted modifications
34696 bytes allocated to the FIB table data structures
universal per-destination load sharing algorithm, id 9EDD49E1
1(0) CEF resets
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
Tree summary:
8-8-8-8 stride pattern
short mask protection disabled
31 leaves, 23 nodes using 26428 bytes
Table epoch: 0 (31 entries at this epoch)

Adjacency Table has 13 adjacencies
10.0.0.9/32, version 45, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
tag information set, all rewrites inherited
local tag: tunnel head

via 0.0.0.0, Tunnel3, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 0.0.0.0, Tunnel3
valid adjacency
tag rewrite with Tu3, point2point, tags imposed {12306}

0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes

internal 0 packets, 0 bytes
Device# show ip cef tunnel4 detail
IP CEF with switching (Table Version 46), flags=0x0
31 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 2
2 instant recursive resolutions, 0 used background process
8 load sharing elements, 8 references
6 in-place/0 aborted modifications
34696 bytes allocated to the FIB table data structures
universal per-destination load sharing algorithm, id 9EDD49E1
1(0) CEF resets
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
Tree summary:
8-8-8-8 stride pattern
short mask protection disabled
31 leaves, 23 nodes using 26428 bytes
Table epoch: 0 (31 entries at this epoch)

Adjacency Table has 13 adjacencies
10.0.0.9/32, version 45, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
tag information set, all rewrites inherited
local tag: tunnel head

via 0.0.0.0, Tunnel4, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 0.0.0.0, Tunnel4
valid adjacency
tag rewrite with Tu4, point2point, tags imposed {12307}

0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes

internal 0 packets, 0 bytes

show mpls forwarding-table detailコマンドの出力で、MPLS LFIBからの詳細情報を表示します。

Device# show mpls forwarding-table detail
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
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Device#
Device# show mpls forwarding-table 10.0.0.9 detail
Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
Tun hd Untagged 10.0.0.9/32 0 Tu1 point2point
MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12304}, via Fa6/0
00027D884000000ED70178A88847 03010000
No output feature configured

Per-exp selection: 1
Untagged 10.0.0.9/32 0 Tu2 point2point

MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12305}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03011000
No output feature configured

Per-exp selection: 2 3
Untagged 10.0.0.9/32 0 Tu3 point2point

MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12306}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03012000
No output feature configured

Per-exp selection: 4 5
Untagged 10.0.0.9/32 0 Tu4 point2point

MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12307}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03013000
No output feature configured

Per-exp selection: 0 6 7
Device#

show mpls traffic-eng autorouteコマンドの出力は、IGPにアナウンスされたトンネルを表示しま
す。

Device# show mpls traffic-eng autoroute

MPLS TE autorouting enabled
destination 10.0.0.9, area ospf 10 area 0, has 4 tunnels
Tunnel1 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)

(flags: Announce)
Tunnel2 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)

(flags: Announce)
Tunnel3 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)

(flags: Announce)
Tunnel4 (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)

(flags: Announce)
Device#

例：マスタートンネルの設定

次の例では、Tunnel20000～Tunnel20005のトンネルを含むマスタートンネルがあることを指定し
ています。

interface Tunnel 200
ip unnumbered Loopback 0
tunnel destination 10.10.10.10
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mode mpls traffic-eng autoroute announce
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle master
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20000
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20001
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20002
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20003
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20004
tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel20005
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Multiprotocol Label Switching Command
Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - クラスベースト
ンネル選択の機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 9：MPLS トラフィックエンジニアリング - クラスベーストンネル選択の機能情報

機能の設定情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング（TE）：クラスベース
トンネル選択機能によって、異

なるサービスクラス（CoS）の
値を持つトラフィックを、同じ

トンネルヘッドエンドと同じ

テールエンド間の異なる TEト
ンネルにダイナミックにルー

ティングおよび転送できます。

TEトンネルは、通常の TEト
ンネルまたは DiffServ対応 TE
（DS-TE）を使用できます。

この機能は、12.0(29)Sで導入
されました。

この機能は 12.2(33)SRAで統合
され、次のコマンドが追加され

ました。

• tunnel mpls traffic-eng
exp-bundle master

• tunnel mpls traffic-eng
exp-bundle member

• show mpls traffic-eng exp

この機能のサポートは、

12.0(32)SYで Cisco 12000ファ
ミリのルータに追加されまし

た。

この機能は、12.2(33)SXHで統
合されました。

この機能は、12.4(20)Tで統合
されました。

この機能は、Cisco IOS XE
Release 3.6Sで統合されまし
た。

12.0(29)S

12.2(33)SRA

12.2(32)SY

12.2(33)SXH

12.4(20)T

Cisco IOS XE Release 3.6S

MPLSトラフィックエンジニア
リング：クラスベーストンネ

ル選択

   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
212

MPLS トラフィックエンジニアリングクラスベーストンネル選択
MPLS トラフィックエンジニアリング - クラスベーストンネル選択の機能情報



用語集
BGP：Border Gateway Protocol。外部ゲートウェイプロトコル（EGP）の代わりに使用されるドメ
イン間ルーティングプロトコル。BGPは、別の BGPシステムと到着可能性情報を交換します。
RFC 116.3で定義されています。

バンドルされたトンネル：マスタートンネルのメンバー。バンドルされた各トンネルで転送され

る EXPビットを定義します。

シスコエクスプレスフォワーディング：高度なレイヤ 3 IPスイッチングテクノロジー。シスコ
エクスプレスフォワーディングによって、インターネットや、Webベースのアプリケーションま
たは対話型セッションが集中的に使用されるネットワークなどの、大規模でダイナミックなトラ

フィックパターンを持つネットワークのパフォーマンスおよびスケーラビリティが最適化されま

す。

CoS：Class of Service（サービスクラス）。上位層プロトコルが下位層プロトコルに対して、メッ
セージを処理するように要求する方法の指定です。システムネットワークアーキテクチャ（SNA）
サブエリアルーティングでは、CoS定義はサブエリアノードによって使用され、特定のセッショ
ンに最適なルートが決定されます。CoS定義は、仮想ルート番号と送信優先順位フィールドから
構成されます。タイプオブサービス（ToS）とも呼ばれます。

DS-TE：DiffServ対応トラフィックエンジニアリング。各リンクに、グローバルプールとサブプー
ルという 2つの帯域幅プールを設定します。サブプールの帯域幅を使用するマルチプロトコルラ
ベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリングトンネルでは、Quality of Service
（QoS）メカニズムを設定して、ネットワーク上のエンドツーエンドで帯域幅保証サービスを提
供できます。同時に、グローバルプールを使用するトンネルでは、DiffServトラフィックを伝送
できます。

EXP：試験的フィールドまたはビット。マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ヘッダー
内の 3ビットのフィールド。このフィールドは RFC 3032で試験的用途として予約されているた
め、EXPフィールドまたはEXPビットとして広く知られています。ただし、これらのビットの最
も一般的な用途は、Quality of Service（QoS）確保です。

ヘッドエンド：トンネルのアップストリーム（送信側）エンド。ラベルスイッチドパス（LSP）
内の最初のデバイス。

LSP：Label SwitchedPath（ラベルスイッチドパス）。一連のホップ（R0...Rn）であり、パケット
はラベルスイッチングメカニズムを使用して R0から Rnに伝送されます。ラベルスイッチドパ
スは通常のルーティングメカニズムに基づいてダイナミックに選択されるか、または設定によっ

て選択されます。

マスタートンネル：同じ宛先を持つトンネルのセット。

MPLSトラフィックエンジニアリング：マルチプロトコルラベルスイッチングトラフィックエ
ンジニアリング。Label Switched Path（ラベルスイッチドパス）トンネルのルーティングを行う
ための、コンストレイントベースルーティングアルゴリズム。

MQC：モジュラQualityofService（QoS）コマンドラインインターフェイス（CLI）。ユーザがト
ラフィックポリシーを作成したり、これらのポリシーをインターフェイスに付加したりできる

CLI構造。
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PBR：Policy-Based Routing（ポリシーベースルーティング）。ユーザが設定したポリシーに基づ
いてパケットが特定のインターフェイスに転送されるルーティングスキーム。ポリシーには、た

とえば、特定のネットワークから送信されたトラフィックをあるインターフェイスに転送し、そ

の他すべてのトラフィックは別のインターフェイスに転送するという内容を指定します。

テールエンド：トンネルのダウンストリーム受信エンド。トラフィックエンジニアリングラベル

スイッチドパス（LSP）の終端となるデバイス。

TE：トラフィックエンジニアリング。標準のルーティング方式が使用されていた場合に選択され
たであろうパス以外のパス上のネットワーク経由でトラフィックを転送するために使用されるテ

クニックとプロセス。

ToS：タイプオブサービス（ToS）。CoSを参照してください。

トンネル：2つのピア間のセキュアな通信パス。トラフィックエンジニアリングトンネルは、ト
ラフィックエンジニアリングに使用されるラベルスイッチドトンネルです。このようなトンネ

ルは、通常のレイヤ 3ルーティング以外の方法で設定します。レイヤ 3ルーティングでトンネル
が使用するパス以外のパスでトラフィックを転送するために使用します。
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第 11 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリ
ア間トンネル

MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネル機能を使用すると、複数の Interior
Gateway Protocol（IGP）エリアおよびレベルにわたってマルチプロトコルラベルスイッチング
（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）トンネルを確立できます。これにより、トンネ
ルのヘッドエンドとテールエンドルータが両方とも同じエリアに存在する必要がなくなりまし

た。IGPは、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）または Open Shortest Path First
（OSPF）のいずれかです。

• 機能情報の確認, 215 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルの前提条件, 216 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルの制約事項, 216 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルについて, 217 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルの設定方法, 219 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルの設定例, 236 ページ

• その他の参考資料, 241 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネルの機能情報, 242 ページ

• 用語集, 244 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルの前提条件

ネットワークが、次のソフトウェア機能をサポートしている必要があります。

• MPLS

• IPシスコエクスプレスフォワーディング

• IS-ISまたは OSPF

• TEトンネル

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルの制約事項

•エリア間トンネルでは、（tunnel mpls traffic-eng path-option number dynamicコマンド内に
指定された）TEトンネルのダイナミックパスオプション機能はサポートされません。エリ
ア境界ルータ（ABR）を識別する明示パスが必要です。使用するABRの選択肢がある場合、
それぞれ別の ABRシーケンスを識別する複数の明示パスを使用することを推奨します。

•エリア間トンネルでは、（tunnel mpls traffic-eng autoroute announceコマンド内に指定され
た）MPLS TE自動ルート機能はサポートされません。これは、テールエンドルータの背後
にあるネットワークトポロジを知ることが必要となるためです。

•エリア間トンネルでは、（tunnelmpls traffic-engaffinityコマンド内に指定された）トンネル
アフィニティはサポートされません。

•エリア間トンネルでは、トンネルパスの再最適化はサポートされません。

• MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSト
ラフィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくだ
さい。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルについて

エリア間トンネル機能

エリア間トンネルを設定するには、next-address looseコマンドを使用して、ヘッドエンドルータ
上に、LSPが通過する必要のある各 ABRを識別する、トンネルラベルスイッチドパス（LSP）
に対して、ルーズにルーティングされた明示パスを指定します。指定した明示パス上のヘッドエ

ンドルータとABRは、ルーズホップを展開し、それぞれが次のABRまたはトンネル宛先へのパ
スセグメントを計算します。

たとえば、下の図に示す単純なマルチエリアネットワークにおいて、ルータR1からルータR3へ
の TEトンネルを設定するには、トンネルの明示パス内に、ABR1および ABR2をルーズホップ
として指定します。

同様に、Rxもルーズホップとして設定できます。この場合、ヘッドエンドルータ R1が Rx
へのパスを計算し、ルータ Rxが ABR1へのパスを計算します。

（注）

トンネル LSPをシグナリングするために、ヘッドエンドルータ（R1）は ABR1へのパスを計算
し、それ自身から ABR1へのパスを一連のストリクトホップとして指定し、そのあとに、ABR1
からテールエンドへのパスを一連のルーズホップ（ABR2、R3）として指定する、リソース予約
プロトコル（RSVP）Pathメッセージを送信します。ABR1は、Pathメッセージを受信すると、
バックボーンエリアの ABR2までのパスを展開します。このとき、それ自身から ABR2へのパス
を一連のストリクトホップとして指定し、そのあとに、その ABR2からトンネルテールエンド
（R3）へのパスをルーズホップとして指定する、Pathメッセージを転送します。ABR2は、Path
メッセージを受信すると、テールエンドエリアの R3までのパスを展開します。このとき、それ
自身から R2へのパスを指定する Pathメッセージを一連のストリクトホップとして伝播します。

図 6：マルチエリアネットワーク

厳密には、IS-ISでは ABRが認識されません。MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア
間トンネル機能を説明するために、IS-ISレベル 1-2ルータを ABRと想定します。

（注）
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TEエリア間トンネルの明示パスには、非 ABR LSPをいくつでも含めることができます。1つ
のエリア内に、次の IPアドレスとしてルーズなアドレスと厳格なアドレスを組み合わせて指
定できます。明示パス内に次の IPアドレスを指定するには、next-addressコマンドを使用しま
す。

（注）

OSPFでは、エリアが仮想リンクを介してバックボーンに接続されている場合、パス内に 3つ
以上の ABRが存在する可能性があります。

（注）

エリア間トラフィックエンジニアリングLSPでは、次のMPLSTE機能がサポートされています。

•自動帯域幅調整

• Diff-Serve-awareトラフィックエンジニアリング

•高速リルートリンク保護

•ポリシーベースルーティング

•スタティックルーティング

自動ルート宛先機能

自動ルート宛先機能を使用すると、手動で設定したスタティックルートではなく TEトンネルを
経由して、トラフィックを自動的にルーティングできます。

トンネル単位でこの機能をイネーブルにするには、tunnel mpls traffic-eng autoroute destinationコ
マンドを使用します。

ここでは、自動ルート宛先機能と他の各機能との相互作用について説明します。

CBTS と自動ルート宛先の相互作用
自動ルート宛先機能がイネーブルになっているTEトンネルは、Class-BasedTrafficShaping（CBTS）
トンネルバンドルマスターまたはメンバとして設定することもできます。CBTSバンドル内で
は、自動ルート宛先がイネーブルになっているマスタートンネルだけがルーティング情報ベース

（RIB）にインストールされます。つまり、メンバトンネルは RIBにインストールされません。

自動ルート宛先がイネーブルになっているメンバトンネルがバンドルから設定解除されると、通

常の TEトンネルとなります。TEは、スタティックプロセスでこれらのトンネルを経由するスタ
ティックルートをRIBにインストールするように要求します。これに対し、自動ルート宛先がイ
ネーブルになっている通常のTEトンネルがメンバとしてCBTSバンドルに追加されると、TEは、
スタティックプロセスでこれらのトンネルを経由する自動スタティックルートをRIBから削除す
るように要求します。
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手動で設定したスタティックルートと自動ルート宛先との相互作用

tunnel mpls traffic-eng autoroute destinationコマンドを使用してイネーブル化された自動ルート宛
先が設定されているトンネルと、同じ宛先へのスタティックルートが手動で設定されている場

合、その宛先へのトラフィックの負荷はスタティックルートと自動ルート宛先がイネーブルに

なっているトンネルの間で分散されます。

自動ルート通知と自動ルート宛先の相互作用

エリア内トンネルでは、トンネルが自動ルート通知と自動ルート宛先の両方を使用して設定され

ている場合、IGPとスタティックプロセスの両方によってそのトンネルが RIBにアナウンスされ
ます。RIBは、IGPルートよりもスタティックルートを優先するため、自動ルート通知よりも自
動ルート宛先機能が優先されます。

転送隣接と自動ルート宛先との相互作用

トンネルが転送隣接と自動ルート宛先の両方を使用して設定されている場合、IGPとスタティッ
クプロセスの両方によってそのトンネルが RIBにアナウンスされます。RIBは、スタティック
ルートを優先します。ただし、IGPは、forwarding adjacencyコマンドを介してトンネルの情報を
提供されており、トンネル情報がフラッディングしたため、転送隣接は引き続き機能します。

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネルの利点
•あるルータから別の IGPエリア内の別のルータへのトラフィックを TE LSP経由にする必要
がある場合、MPLSトラフィックエンジニアリング -エリア間トンネル機能を使用すると、
送信元ルータから宛先ルータへのトンネルを設定できます。これに代わる方法としては、一

連のトンネルを設定し、それぞれが送信元ルータと宛先ルータの間にあるエリアの 1つを通
過するようにします。これにより、トンネルの 1つに到着したトラフィックは、次の同種の
トンネルに転送されます。

•自動ルート宛先機能を使用すると、ASBRなどの特定のエリア間トンネル経由でトラフィッ
クをルーティングするために、手動でスタティックルートを設定する必要がなくなります。

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルの設定方法

OSPFまたは IS-ISのいずれかを設定する必要があります。（注）
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エリア間トンネルの OSPF の設定

ABR ルータの OSPF の設定
OSPFを実行している ABRごとに、次の手順を実行して、トンネルを配置または経由する各エリ
ア上にトラフィックエンジニアリングを設定します。複数のエリアを設定し、各エリア内または

各エリア間でトラフィックエンジニアリングを設定することによって、エリア内のネットワーク

内部の変更をルータに含めることができます。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router ospf process-id
4. network ip-address wildcard-mask area area-id
5. mpls traffic-eng router-id interface-name
6. mpls traffic-eng area 0
7. mpls traffic-eng area number
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

router ospf process-id

例：

Router(config)# router ospf 1

ステップ 3   

process-id引数は、OSPFルーティングプロセスで内部的に使
用される識別パラメータです。この引数は論理的に割り当てら

れ、任意の正の整数を使用できます。OSPFルーティングプロ
セスごとに固有の値を割り当てます。

OSPFを実行するインターフェイスを指定し、インターフェイ
スの接続先のエリアを指定します。

network ip-address wildcard-mask area
area-id

例：

Router(config-router)# network
192.168.45.0 0.0.255.255 area 1

ステップ 4   

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、指

定されたインターフェイスに関連付けられている IPアドレス
になるように指定します。

mpls traffic-eng router-id
interface-name

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id Loopback0

ステップ 5   

ルータ IDは、show mpls traffic-eng topology pathコマンド出
力に表示されます。

interface-nameの値は、Loopback0にしてくださ
い。

（注）

エリア 0内のOSPFに対して、MPLSトラフィックエンジニア
リングをオンにします。

mpls traffic-eng area 0

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 0

ステップ 6   

このノード上で現在認識されているMPLSTEグロー
バルトポロジを表示するには、showmpls traffic-eng
topologyコマンドを使用します。

（注）

OSPF MPLSを実行しているルータを、指定された OSPFエリ
アのトラフィックエンジニアリングをフラッディングするよ

うに設定します。

mpls traffic-eng area number

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 2

ステップ 7   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-router)# end

ステップ 8   
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非 ABR ルータの OSPF の設定
OSPFを実行している非 ABRごとに、次の手順を実行して OSPFを設定します。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router ospf process-id
4. network ip-address wildcard-mask area area-id
5. mpls traffic-eng router-id interface-name
6. mpls traffic-eng area number
7. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

OSPFをイネーブルにし、ルータコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

router ospf process-id

例：

Router(config)# router ospf 1

ステップ 3   

process-id引数は、OSPFルーティングプロセスで内部的に使
用される識別パラメータです。ローカルで割り当てられ、任

意の正の整数を使用できます。OSPFルーティングプロセス
ごとに固有の値を割り当てます。
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目的コマンドまたはアクション

OSPFを実行するインターフェイスを指定し、インターフェイ
スの接続先のエリアを指定します。

network ip-address wildcard-mask area
area-id

例：

Router(config-router)# network

ステップ 4   

192.168.10.10 255.255.255.0 area 1

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、指

定されたインターフェイスに関連付けられている IPアドレス
になるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-name

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id Loopback0

ステップ 5   

ルータ IDは、show mpls traffic-eng topology pathコマンド出
力に表示されます。

interface-nameの値は、Loopback0にしてくださ
い。

（注）

ルータが属するエリアを指定します。mpls traffic-eng area number

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 1

ステップ 6   

このノード上で現在認識されているMPLSTEグロー
バルトポロジを表示するには、showmpls traffic-eng
topologyコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-router)# end

ステップ 7   

エリア間トンネルの IS-IS の設定

バックボーンルータの IS-IS の設定
バックグラウンド（レベル 1-2）ルータに IS-ISを設定するには、次の手順を実行します。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router isis
4. metric-style wide
5. net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn
6. mpls traffic-eng router-id interface-name
7. mpls traffic-eng level-1
8. mpls traffic-eng level-2
9. interface typeslot/port
10. ip router isis
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IS-ISルーティングをイネーブルにし、IPに IS-ISプロセス
を指定して、ルータをルータコンフィギュレーションモー

ドに設定します。

router isis

例：

Router(config)# router isis

ステップ 3   

新スタイルのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトだけ
を生成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide

例：

Router(config-router)# metric-style
wide

ステップ 4   

エリア ID（エリアアドレス）およびシステム IDを設定し
ます。

net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn

例：

Router(config-router)# net
10.0000.0100.0000.0010

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子が、

インターフェイス Loopback0に関連付けられている IPアド
レスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-name

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id Loopback0

ステップ 6   

IS-ISのMPLSトラフィックエンジニアリングをレベル 1で
オンにします。

mpls traffic-eng level-1

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng level-1

ステップ 7   

このノード上で現在認識されているMPLS TEグ
ローバルトポロジを表示するには、show mpls
traffic-eng topologyコマンドを使用します。

（注）

IS-ISのMPLSトラフィックエンジニアリングをレベル 2で
オンにします。

mpls traffic-eng level-2

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng level-2

ステップ 8   

このノード上で現在認識されているMPLS TEグ
ローバルトポロジを表示するには、show mpls
traffic-eng topologyコマンドを使用します。

（注）

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface typeslot/port

例：

Router(config-router)# interface
POS1/1/0

ステップ 9   

IS-ISルーティングをイネーブルにします。ip router isis

例：

Router(config-if)# ip router isis

ステップ 10   

IS-ISを実行する各インターフェイスで、このコマンドを指
定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 11   

非バックボーンルータの IS-IS の設定
非バックボーンルータに IS-ISを設定するには、次の手順を実行します。
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MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router isis
4. metric-style wide
5. net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn
6. mpls traffic-eng router-id interface-name
7. mpls traffic-eng {level-1 | level-2}
8. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IS-ISルーティングをイネーブルにし、IPに IS-ISプロセ
スを指定して、ルータをルータコンフィギュレーション

モードに設定します。

router isis

例：

Router(config)# router isis

ステップ 3   

新スタイルの TLVだけを生成して受け入れるようにルー
タを設定します。

metric-style wide

例：

Router(config-router)# metric-style
wide

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

エリア ID（エリアアドレス）およびシステム IDを設定
します。

net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn

例：

Router(config-router)# net
10.0000.2000.0100.0001

ステップ 5   

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子

が、インターフェイス Loopback0に関連付けられている
IPアドレスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-name

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id Loopback0

ステップ 6   

IS-ISのMPLSトラフィックエンジニアリングをレベル 1
でオンにします。

mpls traffic-eng {level-1 | level-2}

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng level-1

ステップ 7   

このノード上で現在認識されているMPLS TE
グローバルトポロジを表示するには、showmpls
traffic-eng topologyコマンドを使用します。

（注）

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-router)# end

ステップ 8   

インターフェイスの IS-IS の設定
インターフェイスに IS-ISを設定するには、次の手順を実行します。

MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSトラ
フィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくださ
い。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router isis
4. metric-style wide
5. net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn
6. mpls traffic-eng router-id interface-name
7. interface typeslot/port
8. ip router isis
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IS-ISルーティングプロトコルをイネーブルにし、IPに
IS-ISプロセスを指定します。

router isis

例：

Router(config)# router isis

ステップ 3   

このコマンドによって、ルータはルータコンフィギュ

レーションモードになります。

新スタイルのTLVだけを生成して受け入れるようにルー
タを設定します。

metric-style wide

例：

Router(config-router)# metric-style
wide

ステップ 4   

エリア ID（エリアアドレス）およびシステム IDを設定
します。

net nn.nnnn.nnnn.nnnn.nnnn

例：

Router(config-router)# net
10.0000.0100.0000.0010

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

ノードのトラフィックエンジニアリングルータ識別子

が、インターフェイス Loopback0に関連付けられている
IPアドレスになるように指定します。

mpls traffic-eng router-id interface-name

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id Loopback0

ステップ 6   

インターフェイスを指定し、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。

interface typeslot/port

例：

Router(config-router)# interface
POS1/1/0

ステップ 7   

IS-ISルーティングをイネーブルにします。ip router isis

例：

Router(config-if)# ip router isis

ステップ 8   

IS-ISを実行する各インターフェイスで、このコマンドを
指定します。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 9   

トラフィックエンジニアリングをサポートするための MPLS および
RSVP の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip cef
4. mpls traffic-eng tunnels
5. interface typeslot/port
6. ip address ip-address mask [secondary [vrf vrf-name]]
7. ip rsvp bandwidth
8. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

ルートプロセッサカードでシスコエクスプレスフォ

ワーディングをイネーブルにします。

ip cef

例：

Router(config)# ip cef

ステップ 3   

デバイスでMPLSトラフィックエンジニアリングト
ンネルシグナリングをイネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config)# mpls traffic-eng tunnels

ステップ 4   

インターフェイスを指定し、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。

interface typeslot/port

例：

Router(config)# interface Loopback0

ステップ 5   

IPネットワークアドレスおよびネットワークマスク
をインターフェイスに割り当てます。

ip address ip-address mask [secondary [vrf
vrf-name]]

例：

Router(config-if)# ip address
192.168.10.10 255.255.255.255

ステップ 6   

インターフェイスで IP用 RSVPをイネーブルにしま
す。

ip rsvp bandwidth

例：

Router(config-if)# ip rsvp bandwidth

ステップ 7   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 8   
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MPLS トラフィックエンジニアリングエリア間トンネルの設定

明示パスを使用するための MPLS トラフィックエンジニアリングエリア間トンネル
の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel-interface
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number explicit {name path-name | identifier path-number}

[lockdown]
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel-interface

例：

Router(config)# interface Tunel1

ステップ 3   

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
231

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネル
MPLS トラフィックエンジニアリングエリア間トンネルの設定



目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスに IPアドレスを割り当てま
す。

ip unnumbered type number

例：

Router(config-if)# ip unnumbered
Loopback 0

ステップ 4   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルインター
フェイスは単一方向リンクを表すため、番号なしにする

必要があります。

トンネルの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel destination
192.168.20.20

ステップ 5   

宛先デバイスのMPLSトラフィックエンジニアリング
ルータ IDを入力する必要があります。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエンジ
ニアリングに設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルに必要な
帯域幅を設定します。

tunnelmpls traffic-eng bandwidth bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 300

ステップ 7   

指定した IP明示パス、またはトラフィックエンジニアリ
ングトポロジデータベースからダイナミックに計算され

たパスを使用するように、トンネルを設定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option number
explicit {name path-name | identifier
path-number} [lockdown]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

ステップ 8   

nameキーワードでは、next-address looseコマンドを介し
て、トンネル LSPが通過する ABRをルーズホップとし
て指定する必要があります。traffic-eng path-option 1 explicit name

path-Tunnel1

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 9   
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明示パスの設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip explicit-path name pathname
4. next-address [loose | strict] ip-address
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IP明示パスコンフィギュレーションモードを開始し、
指定されたパスを作成または変更します。

ip explicit-path name pathname

例：

Router(config)# ip explicit-path name
path-tunnel1

ステップ 3   

明示パス内の次の IPアドレスを指定します。next-address [loose | strict] ip-address

例：

Router(config-ip-expl-path)#
next-address loose 192.168.40.40

ステップ 4   

next-address looseコマンド内で、パスが通過する各
ABRを指定する必要があります。

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-ip-expl-path)# end

ステップ 5   
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自動ルート宛先を使用した MPLS トラフィックエンジニアリングの設
定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel-interface
4. ip unnumbered type number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option number explicit {name path-name | identifier path-number}

[lockdown]
9. tunnel mpls traffic-eng autoroute destination
10. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface tunnel-interface

例：

Router(config)# interface Tunnel1

ステップ 3   

トンネルインターフェイスに IPアドレスを割り当てま
す。

ip unnumbered type number

例：

Router(config-if)# ip unnumbered
Loopback 0

ステップ 4   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルインター
フェイスは単一方向リンクを表すため、番号なしにする

必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

トンネルの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel destination
192.168.20.20

ステップ 5   

宛先デバイスのMPLSトラフィックエンジニアリング
ルータ IDを入力する必要があります。

トンネルカプセル化モードをMPLSトラフィックエン
ジニアリングに設定します。

tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

MPLSトラフィックエンジニアリングトンネルに必要
な帯域幅を設定します。

tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 300

ステップ 7   

指定した IP明示パス、またはトラフィックエンジニア
リングトポロジデータベースからダイナミックに計算

されたパスを使用するように、トンネルを設定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option number
explicit {name path-name | identifier
path-number} [lockdown]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls

ステップ 8   

nameキーワードでは、next-address looseコマンドを介
して、トンネル LSPが通過するABRをルーズホップと
して指定する必要があります。traffic-eng path-option 1 explicit name

path-Tunnel1

トラフィックが、TEトンネルを経由して自動的にルー
ティングされます。

tunnel mpls traffic-eng autoroute destination

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng autoroute destination

ステップ 9   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 10   
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MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルの設定例

ここでは、下の図に示すような単純なルータトポロジに対してMPLSトラフィックエンジニアリ
ングエリア間トンネルを設定する方法を示します。次の各項で、それぞれの設定を示す設定フラ

グメントを記載しています。

図 7：ルータトポロジ

エリア間トンネルの OSPF の設定：例
以降の設定フラグメントは、エリア間トンネルに OSPFを設定する方法を示しています。次のこ
とが前提となっています。

•ルータ R1、Rx、および Raが OSPFエリア 1内にある。

•ルータ Ra、Ry、および Rbが OSPFエリア 0内にある。

•ルータ Rb、Rz、および R2が OSPFエリア 2内にある。

•ルータ Raが、エリア 0およびエリア 1の ABRである。
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•ルータ Rbが、エリア 0およびエリア 2の ABRである。

ルータ R1 の OSPF 設定

router ospf 1
network 192.168.10.10 0.0.0.0 area 1
network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 1
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 1

ルータ Rx の OSPF 設定

router ospf 1
network 192.168.30.30 0.0.0.0 area 1
network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 1
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 1

ルータ Ra の OSPF 設定

Raは、エリア 0およびエリア 1の ABRです。インターフェイス POS2/1/0はエリア 1内にあり、
インターフェイス POS3/1/0はエリア 0内にあります。mpls traffic-eng areaコマンドで、両方のエ
リアで IGP TEアップデートが行われるように Raを設定しています。

router ospf 1
network 192.168.40.40 0.0.0.0 area 0
network 192.168.45.0 0.0.0.255 area 1
network 192.168.55.0 0.0.0.255 area 0
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 0
mpls traffic-eng area 1

ルータ Rb の OSPF 設定

Rbは、エリア 0およびエリア 2の ABRです。インターフェイス POS4/1/0はエリア 0内にあり、
インターフェイス POS5/1/0はエリア 2内にあります。mpls traffic-eng areaコマンドで、両方のエ
リアで IGP TEアップデートが行われるように Rbを設定しています。

router ospf 1
network 192.168.60.60 0.0.0.0 area 0
network 192.168.65.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.75.0 0.0.0.255 area 2
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 0
mpls traffic-eng area 2

ルータ Rzの OSPF設定

router ospf 1
network 192.168.70.70 0.0.0.0 area 2
network 192.168.75.0 0.0.0.255 area 2
network 192.168.85.0 0.0.0.255 area 2
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 2

ルータ R2の OSPF設定

router ospf 1
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network 192.168.20.20 0.0.0.0 area 2
network 192.168.85.0 0.0.0.255 area 2
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng area 2

エリア間トンネルの IS-IS の設定：例
以降の設定フラグメントは、エリア間トンネルに IS-ISを設定する方法を示しています。次のこと
が前提となっています。

• R1と Rxはレベル 1のルータである。

• Ra、Ry、および Rbはレベル 1-2のルータである。

• Rzと R2はレベル 1のルータである。

ルータ R1 の IS-IS 設定

interface POS1/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.0100.0000.0010
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1

ルータ Rx の IS-IS 設定

clns routing
interface POS1/1/0
ip router isis
interface POS2/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.2000.0100.0001
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1

ルータ Ra の IS-IS 設定

clns routing
interface POS2/1/0
ip router isis
interface POS3/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.2000.0200.0002
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1
mpls traffic-eng level-2

ルータ Ry の IS-IS 設定

clns routing
interface POS3/1/0
ip router isis
interface POS4/1/0
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ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.2000.0300.0003
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-2

ルータ Rb の IS-IS 設定

clns routing
interface POS4/1/0
ip router isis
interface POS5/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.2000.0400.0004
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1
mpls traffic-eng level-2

ルータ Rz の IS-IS 設定

clns routing
interface POS5/1/0
ip router isis
interface POS6/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.2000.0500.0005
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1

ルータ R2 の IS-IS 設定

clns routing
interface POS6/1/0
ip router isis
router isis
metric-style wide
net 10.0000.0200.0000.0020
mpls traffic-eng router-id Loopback0
mpls traffic-eng level-1

トラフィックエンジニアリングをサポートするための MPLS および
RSVP の設定：例

次の設定例は、ルータでトラフィックエンジニアリングをサポートできるようにMPLSと RSVP
を設定する方法を示しています。

ルータ R1 のトラフィックエンジニアリング設定

ip cef
mpls traffic-eng tunnels
interface Loopback0
ip address 192.168.10.10 255.255.255.255
interface POS1/1/0
!Each interface supporting MPLS TE must include the following:

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
239

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネル
トラフィックエンジニアリングをサポートするための MPLS および RSVP の設定：例



mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth

ルータ Rx、Ra、Ry、Rb、Rz、および R2でのトラフィックエンジニアリングの設定は、R1の設
定と同様です。

MPLS トラフィックエンジニアリングエリア間トンネルの設定：例
次の設定フラグメントは、MPLSトラフィックエンジニアリングエリア間トンネルを設定する方
法を示しています。トンネル 1は、Raおよび Rb経由でルーズにルーティングされたパスオプ
ションを使用して設定されています。

R1エリア間トンネル設定

次のコマンドでは、明示パスを使用するようにMPLS TEトンネルを設定しています。

interface Tunnel1
ip unnumbered Loopback0
tunnel destination 192.168.20.20
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 300
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name path-tunnel1

次のコマンドでは、明示パスを設定しています。

ip explicit-path name path-tunnel1
next-address loose 192.168.40.40
next-address loose 192.168.60.60
next-address loose 192.168.20.20 !Specifying the tunnel tailend in the loosely routed
!path is optional.

一般的に、エリア間トンネルの場合は、トンネルのシグナリングの成功率を高めるために、

ルーズにルーティングされたパスオプションを複数設定して、それぞれで ABR（OSPFの場
合）またはレベル1-2の境界ルータ（IS-ISの場合）の異なる組み合わせを指定する必要があり
ます。この単純なトポロジにおいては、他にルーズにルーティングされたパスはありません。

（注）

自動ルート宛先を使用した MPLS トラフィックエンジニアリングの設
定：例

次の例に、自動ルート宛先を使用してMPLS TEトンネルを設定する方法を示します。

interface Tunnel103
ip unnumbered Loopback0
tunnel destination 10.1.0.3
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-end path-option 1 explicit name 111-103
tunnel mpls traffic-eng autoroute destination
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

•『Integrated IS-IS Routing Protocol
Overview』

•『Cisco IOS IP Routing Protocols Command
Reference』

IS-IS

『MPLS TE: Link and Node Protection, with RSVP
Hellos Support (with Fast Tunnel Interface Down
Detection)』

リンク保護

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマンド

•『Cisco IOS IP Routing Protocols Command
Reference』

• OSPFの設定

OSPF

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。
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RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネ
ルの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 10：MPLS トラフィックエンジニアリング - エリア間トンネルの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング -エリア間トンネル機能
を使用すると、複数の IGPエリ
アおよびレベルにわたって

MPLS TEトンネルを確立でき
ます。これにより、トンネルの

ヘッドエンドとテールエンド

ルータが両方とも同じエリアに

存在する必要がなくなりまし

た。

ルーズホップを含む LSPのス
テートフルスイッチオーバー

（SSO）回復に対するサポート
は、12.2(33)SRBで追加されま
した。

ルーズホップを含む LSPの
SSO回復に対するサポートは、
12.4(20)Tで廃止されました。

MPLS-TE自動ルート宛先機能
は、12.2(33)SREで追加されま
した。

MPLS-TE自動ルート宛先機能
は、15.2(1)Sで追加されまし
た。

MPLS-TE自動ルート宛先機能
は、Cisco IOS-XE Release 3.5で
追加されました。

次のコマンドが追加または変更

されました。show ip static
route、show mpls traffic-eng
autoroute、show mpls
traffic-eng tunnels、tunnel mpls
traffic-eng autoroute destination

12.0(19)ST1

12.0(21)ST

12.2(18)S

12.2(18)SXD

12.2(27)SBC

12.2(28)SB

12.2(33)SRB

12.4(20)T

12.2(33)SRE

15.2(1)S

Cisco IOS-XEリリース 3.5

『MPLS Traffic Engineering:
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用語集
ABR：Area Border Router（エリア境界ルータ）。2つのエリアを接続するルータ。OSPFでは、
ABRは両方のエリアに属し、エリアごとに別々のトポロジデータベースを管理する必要がありま
す。OSPFルータのインターフェイスが複数のエリアに存在する場合、そのOSPFルータはエリア
境界ルータとなります。

エリア：ネットワークセグメント（たとえば、OSPFベースのセグメント）とそれに接続された
デバイスの論理セット。エリアは通常、ルータによって他のエリアに接続されて、1つの自律シ
ステムを構成します。OSPFと IS-ISでは、エリアの定義方法が異なります。OSPFエリアの境界
は、ルータによってマーキングされます。異なるエリアに、別々のインターフェイスが含まれま

す。IS-ISでは、すべてのルータが完全に 1つのエリア内にあり、エリア境界はルータ上でなくリ
ンク上にあります。エリア同士を接続するルータは、レベル 2のルータであり、別のエリアに直
接接続されていないルータは、レベル 1のルータです。

エリア ID：IS-ISルータにおいては、このエリアアドレスはインターフェイスではなくルータ全
体に関連付けられています。1台のルータは、最大3つのエリアアドレスを持つことができます。
IS-ISルータでは、単一アドレス（Network Entry Title（NET））によって、エリア IDとシステム
IDの両方が定義されます。

自律システム：共通管理で共通のルーティング方針が共有される、ネットワークの集合。自律シ

ステムは、エリアで分割されます。

シスコエクスプレスフォワーディング：高度なレイヤ 3 IPスイッチングテクノロジー。シスコ
エクスプレスフォワーディングによって、インターネットや、Webベースのアプリケーションま
たは対話型セッションが集中的に使用されるネットワークなどの、大規模でダイナミックなトラ

フィックパターンを持つネットワークのパフォーマンスおよびスケーラビリティが最適化されま

す。シスコエクスプレスフォワーディングでは、プレフィックスベースの IP宛先スイッチング
の判定を行うために、転送情報ベース（FIB）を使用します。FIBは、概念的にはルーティング
テーブルや情報ベースに似ています。ネットワーク内でルーティングまたはトポロジが変更され

ると、IPルーティングテーブルがアップデートされ、これらの変更が FIBに反映されます。FIB
には、IPルーティングテーブル内の情報に基づいて、ネクストホップのアドレス情報が保持され
ます。

ヘッドエンド：トンネルのアップストリーム（送信側）エンド。トラフィックエンジニアリング

LSPの起点となり、その LSPを管理するルータ。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報を交換するために使用されるインターネットプロトコルです。一般的な IGPには、OSPFや
Routing Information Protocol（RIP）などがあります。

エリア間 TE：トラフィックエンジニアリング LSPの複数のエリアにまたがる機能。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。IS-ISは、DECnet Phase Vルーティングに基づい
たOSIリンクステート階層型ルーティングプロトコルです。Intermediate System（IS）ルータが、
単一のメトリックに基づいてルーティング情報を交換して、ネットワークトポロジを決定しま

す。
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ラベルスイッチドパス（LSP）トンネル：パケットの伝送にラベルスイッチングが使用される、
2台のルータ間に設定された接続。

レベル 1ルータ：他のエリアに直接接続されたルータ。これらのルータは、バックボーン内にあ
りません。MPLSは、バックグラウンドで実行されません。これらのルータは、内部ルータとも
呼ばれます。

レベル2ルータ：2つのエリアを接続するルータ。これらのルータでは、MPLSをバックグラウン
ドで実行できます。

ロードバランシング：ルータが帯域幅を効率的に使用するように、同じ宛先への複数のパスの間

でトラフィックを分散すること。ロードバランシングを行うと、ネットワークセグメントの使用

が増加するため、効率的なネットワーク帯域幅が増加します。

LSP：Label Switched Path（ラベルスイッチドパス）。一連のホップ（R0...Rnなど）。パケット
は、ラベルスイッチングメカニズムを使用して R0から Rnまで伝送されます。ラベルスイッチ
ドパスは通常のルーティングメカニズムに基づいてダイナミックに選択されるか、または設定に

よって選択されます。

マスク：どのアドレス部分がネットワークまたはサブネットを参照し、どの部分がホストを参照

しているかを記述するために使用されるビット組み合わせ。

MPLS：マルチプロトコルラベルスイッチング。ネットワークを介してパケット（フレーム）を
転送する方式。ネットワークのエッジにあるルータがパケットにラベルを適用できるようにしま

す。ネットワークコア内の ATMスイッチまたは既存のルータは、最小限のルックアップオー
バーヘッドでラベルに従ってパケットを切り替えることができます。

OSPF：Open Shortest Path First。インターネットコミュニティのRouting Information Protocol（RIP）
の後継アルゴリズムとして提案された、リンクステートの階層型 IGPルーティングアルゴリズ
ム。OSPF機能には、最小コストによるルーティング、マルチパスのルーティング、およびロード
バランシングが含まれます。

プロセス ID：デバイス内部の異なるプロセスを区別します。OSPFプロセス IDは、任意の正の整
数にできます。この IDは、それ自身が設定されているルータの外部では意味を持ちません。

ルータ ID：パケットを発信するルータを他のすべてのルータと一意に区別するために使用できる
ID。たとえば、ルータのインターフェイスの 1つの IPアドレスです。

スタティックルーティング：スタティックルートとは、ネットワーク管理者により事前にプログ

ラミングされた固定パスです。スタティックルートは、ルーティングプロトコルを使用できませ

ん。また、ルーティングアップデートメッセージの受信後に自己アップデートすることもできま

せん。このため、スタティックルートは手動でアップデートする必要があります。

テールエンド：トンネルのダウンストリーム受信エンド。トラフィックエンジニアリングLSPの
終端となるルータです。

トラフィックエンジニアリング：ネットワーク上で、標準的なルーティング方法が使用された場

合に選択されるパスとは異なるパスを経由してトラフィックがルーティングされるようにする技

術やプロセス。

トンネル：2つのピア（2つのルータなど）間のセキュアな通信パス。トラフィックエンジニア
リングトンネルは、トラフィックエンジニアリングに使用されるラベルスイッチドトンネルで
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す。このようなトンネルは、通常のレイヤ3ルーティング以外の方法で設定します。レイヤ3ルー
ティングでトンネルが使用するパス以外のパスでトラフィックを転送するために使用します。

仮想リンク：通常、各エリアはエリア 0に直接接続されています。あるエリアがエリア 0から 1
エリア分離れたエリアに接続されるとき、仮想リンクが接続に使用されます。
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第 12 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS
TE IPv4 トンネルを介したスタティック IPv6
ルート

MPLSTE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6ルート機能を使用すると、エッジデバイス上
のマルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）IPv4
トンネルを介した IPv6トンネリングを静的にイネーブルにすることができます。この機能を使
用すると簡単かつ経済的に既存のMPLS IPv4バックボーンを活用してサービスプロバイダーの
コアバックボーンに IPv6サービスを統合することができます。

• 機能情報の確認, 248 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートの前提条件, 248 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートの制約事項, 248 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートについて, 249 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートの設定方法, 250 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートの設定例, 255 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの関連資料, 256 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6
ルートの機能情報, 257 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートの前提条件

• MPLS TE機能は mpls traffic-engコマンドを使用してイネーブルにする必要があります。こ
のコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

• TEトンネルを設定する必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートの制約事項

• IPv6ネイティブの TEトンネルはサポートされていません。

• IPv6転送隣接または自動ルートアナウンスによる IPv6内部ゲートウェイプロトコル（IGP）
への TE IPv4トンネルの公開はサポートされていません。

• TE IPv4プライマリ自動トンネルまたは自動トンネルメッシュを介したスタティック IPv6
ルートはサポートされていません。

• NonstandardFacilities（NSF）、ステートフルスイッチオーバー（SSO）、およびCisco In-Service
SoftwareUpgrade（ISSU）のハイアベイラビリティ要件はデュアルルートプロセッサ（RP）
プラットフォームのみに適用されます。

• TE IPv4トンネルの宛先は IPv6ルーティングにはアナウンスできません。

• TE IPv4トンネルは IPv6トポロジにはアナウンスできません。

•トンネルインターフェイスで IPv6トラフィックを転送するには、そのトンネルインターフェ
イスに IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方が設定されている必要があります。これは、ト
ンネルインターフェイスの隣接関係が隣接関係ポイントツーポイントマネージャによって
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決定されるためで、隣接関係ポイントツーポイントマネージャが隣接関係を決定する前にイ

ンターフェイスで IPv4がイネーブルになっている必要があるためです。

• MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6ルート機能がイネーブルになっている場
合、IPv6とMPLSの両方の隣接関係が作成されて使用されるため、TEトンネルの統計情報
にMPLSと IPv6の両方の統計情報が表示されます。

•プロバイダーエッジからカスタマーエッジ（PEから CE）へのインターフェイスと CEコア
に面したインターフェイスの両方に IPv6アドレスが設定されている必要があります。

•トンネルの出力インターフェイスにおけるMPLSおよびインターフェイスの統計情報はサ
ポートされていません。

• MPLSTEIPv4トンネルでの IPv6ポリシーベースのルーティングはサポートされていません。

•複数の TE IPv4トンネルを介した IPv6スタティックルートの不均等ロードバランシングは
サポートされていません。

• TE IPv4トンネルの自動帯域幅はサポートされていません。

• TE IPv4ポイントツーマルチポイントトンネルを介した IPv6マルチキャストトラフィック
はサポートされていません。

• Generalized MPLS（GMPLS）はサポートされていません。

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートについて

MPLS TE IPv4 トンネルを介したスタティック IPv6 ルートの概要
MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6ルート機能では、IPv6ルートの出力インター
フェイスとしてMPLS TE IPv4トンネルを手動で指定します。通信は、標準の IPv6トンネリング
機能を使用して、リモート IPv6ドメイン間で確立されます。

下の図に、MPLS TE IPv4コアを介して接続された IPv4対応サイトと IPv6対応サイト（サイト 1
とサイト 2）を示します。コアを介してエンドポイント Aと Bの間にMPLS TEトンネルがセッ
トアップされます。サイト 1の IPv6プレフィックスはエッジデバイス AからMPLS TEトンネル
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に（またはその反対に）ルーティングされ、サイト 2の IPv6プレフィックスはエンドデバイス
BからMPLS TEトンネルにルーティングされます。

図 8：MPLS TE IPv4 トンネルを介したスタティック IPv6 ルート

1つのMPLS TE IPv4トンネルを使用して IPv4トラフィックと IPv6トラフィックを伝送するた
め、これら 2種類のトラフィックを区別できるように入力エンドポイントと出力エンドポイント
でMPLS Forwarding Infrastructure（MFI）が拡張されます。

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートの設定方法

MPLS TE IPv4 トンネルへの IPv6 アドレスの割り当て
MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6ルートをイネーブルにするには、まず TE IPv4
トンネルを設定した後、その TE IPv4トンネルに IPv6アドレスまたは番号付けされていない IPv6
ループバックインターフェイスを割り当てます。これらの作業の手順を次に示します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface tunnel interface-number
4. ip unnumbered loopback interface-number
5. ipv6 address ipv6-address/prefix-length
6. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスを設定し、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。

interface tunnel interface-number

例：
Device(config)# interface tunnel 2

ステップ 3   

明示的な IPアドレスをインターフェイスに割り当てずに
インターフェイス上の IP処理をイネーブルにします。

ip unnumbered loopback interface-number

例：
Device(config-if)# ip unnumbered
loopback 0

ステップ 4   

IPv6の一般的なプレフィックスに基づいて IPv6アドレ
スを設定し、インターフェイスにおける IPv6処理をイ
ネーブルにします。

ipv6 address ipv6-address/prefix-length

例：
Device(config-if)# ipv6 address
2001:DB8:2222:7272::72/64

ステップ 5   

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モードに戻ります。
end

例：
Device(config-if)# end

ステップ 6   

次の作業

TE IPv4トンネルに IPv6アドレスを割り当てた後、その IPv4トンネルを出力インターフェイスと
して使用することにより IPv6ルートを設定します。

MPLS TE IPv4 トンネルを出力インターフェイスとして指定することに
よるスタティック IPv6 ルートの設定

TE IPv4トンネルを介して IPv6トラフィックをルーティングするには、IPv4トンネルを出力イン
ターフェイスとして指定します。
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はじめる前に

TEIPv4トンネルを出力インターフェイスとして使用することにより IPv6ルートを設定する前に、
TE IPv4トンネルに IPv6アドレスを割り当てます。詳細については、「MPLS TE IPv4トンネルへ
の IPv6アドレスの割り当て」を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ipv6 route ipv6-address/prefix-length interface-type interface-number
4. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：
Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configure terminal

例：
Device# configure terminal

ステップ 2   

スタティック IPv6ルートを実装します。ipv6 route ipv6-address/prefix-length
interface-type interface-number

ステップ 3   

ipv6 routeコマンドを使用し、「MPLS TE IPv4ト
ンネルへの IPv6アドレスの割り当て」で説明さ
れている手順に従って TE IPv4トンネルを設定し
たのと同じトンネルを interface-number引数で指
定します。

（注）

例：
Device(config)# ipv6 route
2001:DB8:2222:7272::72/64 tunnel 2

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。
end

例：
Device(config)# end

ステップ 4   

TE IPv4 トンネルを介した IPv6 ルーティングの確認
IPv6ルーティングコンポーネントでは、スタティック IPv6ルート設定の処理と IPv6ルーティン
グ情報ベース（RIB）の更新が行われます。IPv6ルーティング設定を確認するには、次のコマン
ドを使用します。これらのコマンドは任意の順序で使用できます。
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手順の概要

1. enable
2. show ipv6 route
3. show ipv6 cef interface-type interface-number
4. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable

例：
Device> enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 show ipv6 route

例：
Device# show ipv6 route

IPv6ルーティングテーブルの内容を表示します。

ステップ 3 show ipv6 cef interface-type interface-number

例：
Device# show ipv6 cef tunnel 2

IPv6 Forwarding Information Base（FIB;転送情報ベース）のエントリを表示します。

ステップ 4 exit

例：
Device# exit

特権 EXECモードを終了します。

TE IPv4 トンネルを介した IPv6 統計情報の表示
MPLS TE IPv4トンネルを介したスタティック IPv6ルート機能をイネーブルにすると、TE IPv4ト
ンネルで IPv4トラフィックと IPv6トラフィックの両方を伝送できます。TEトンネルを通過する
IPv6トラフィックの統計情報を表示するには、この作業で説明されているコマンドを使用します。
コマンドはどの順序で使用してもかまいません。統計情報はインターフェイスごと、プロトコル

ごとに表示されます。
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トンネル内にチェーン間隣接関係が 2つあるため、MPLSとインターフェイスの統計情報は 2
回カウントされます。（show adjacency link ipv6コマンドで取得された）IPv6リンクの隣接関
係の統計情報を（show interface accountingコマンドで取得された）インターフェイスの IPv6
統計情報から取り除くと正確な統計情報が得られます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. show mpls forwarding-table [ipv6-address/prefix-length]
3. show interfaces accounting
4. show interface [interface-type interface-number] stats
5. show adjacency
6. exit

手順の詳細

ステップ 1 enable

例：
Device> enable

特権 EXECモードをイネーブルにします。

•パスワードを入力します（要求された場合）。

ステップ 2 show mpls forwarding-table [ipv6-address/prefix-length]

例：
Device# show mpls forwarding-table

MPLSラベル FIB（LFIB）の内容を表示します。

ステップ 3 show interfaces accounting

例：
Device# show interfaces accounting

設定されたすべてのインターフェイスを介して送信された各プロトコルタイプのパケット数を表示しま

す。

ステップ 4 show interface [interface-type interface-number] stats

例：
Device# show interface stats

プロセススイッチング、ファーストスイッチング、および分散スイッチングされたパケットの数を表示

します。
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ステップ 5 show adjacency

例：
Device# show adjacency

シスコエクスプレスフォワーディングの隣接関係テーブルまたはハードウェアレイヤ 3スイッチングの
隣接関係テーブルに関する情報を表示します。

ステップ 6 exit

例：
Device# exit

特権 EXECモードを終了します。

TE IPv4 トンネルを介した IPv6 ルーティングのトラブルシューティング
次のトラブルシューティング用コマンドを使用できます。

• debug ipv6 cef：IPv6に関するCisco Express Forwardingのデバッグメッセージを表示します。

• debug ipv6 routing：IPv6ルーティングテーブルアップデートおよびルートキャッシュアッ
プデートのデバッグメッセージを表示します。

• debug mpls traffic-eng：MPLSトラフィックエンジニアリングのアクティビティに関するデ
バッグメッセージを表示します。

MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートの設定例

例：MPLS TE IPv4 トンネルへの IPv6 アドレスの割り当て
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface tunnel 1
Device(config-if)# ip unnumbered loopback 0
Device(config-if)# ipv6 address 2001:DB8::/32
Device(config-if)# end
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例：MPLS TE IPv4 トンネルを出力インターフェイスとして指定するこ
とによるスタティック IPv6 ルートの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# ipv6 route 2001:DB8::/32 tunnel 1
Device(config)# end

MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの関連資
料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマン
ド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。
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MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トン
ネルを介したスタティック IPv6 ルートの機能情報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 11：MPLS トラフィックエンジニアリング - MPLS TE IPv4 トンネルを介したスタティック IPv6 ルートの機
能情報

機能情報リリース機能名

MPLS TE IPv4トンネルを介し
たスタティック IPv6ルート機
能を使用すると、エッジデバ

イスを通じてマルチプロトコル

ラベルスイッチング（MPLS）
トラフィックエンジニアリン

グ（TE）IPv4トンネルを介し
た IPv6トンネリングを静的に
イネーブルにすることができま

す。この機能を使用すると簡単

かつ経済的に既存のMPLSIPv4
バックボーンを活用してサービ

スプロバイダーのコアバック

ボーンに IPv6サービスを統合
することができます。

15.2(4)SMPLSトラフィックエンジニア
リング - MPLS TE IPv4トンネ
ルを介したスタティック IPv6
ルート
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第 13 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - TE
トンネルの自動帯域幅調整

MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）-TEトンネルの自動帯域幅調整機能を使用すると、
測定されたトラフィック負荷に基づいて、トラフィックエンジニアリングトンネルに対する帯

域幅割り当てを自動的に調整できます。実行コンフィギュレーションで設定されている帯域幅

は、自動帯域幅の動作により変更されます。

• 機能情報の確認, 259 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整の前提条件, 260 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整の制約事項, 260 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整について, 260 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整の設定方法, 261 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整の設定例, 276 ページ

• その他の参考資料, 277 ページ

• MPLS TE - TEトンネルの自動帯域幅調整に関する機能情報, 279 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の前提条件
ネットワークで次のものがサポートされている必要があります。

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）ト
ンネル

• Cisco Express Forwarding;シスコエクスプレスフォワーディング

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF）

MPLS TEは、インターフェイスおよびトンネルに設定する必要があります。

MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の制約事項
•自動帯域幅調整機能は、各トンネルに対して個別にイネーブルにされ、それぞれ対象のトン
ネルを処理します。つまり、このような各トンネルの帯域幅は、そのトンネルに対して設定

されている調整頻度、および最後の調整以降にサンプリングされた出力レートに従って調整

され、他のトンネルに対する今までの調整や保留中の調整には関係しません。

•新しいラベルスイッチドパス（LSP）を計算するとき、そのLSPが稼働しないためにトンネ
ルがダウンした場合、設定された帯域幅は保存されません。ルータがリロードされると、最

後に保存された自動帯域幅の値が使用されます。

•論理総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネルインターフェイスにはMPLS TEを設定
できません。

• MPLSトラフィックエンジニアリングは、1つの IGPプロセスまたはインスタンスのみをサ
ポートします。複数の IGPプロセスまたはインスタンスはサポートされないため、MPLSト
ラフィックエンジニアリングを複数の IGPプロセスまたはインスタンスで設定しないでくだ
さい。

MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整について

MPLS TE：TE トンネルの自動帯域幅調整の概要
トラフィックエンジニアリングの自動帯域幅では、自動帯域幅調整の対象としてマークされてい

る各トンネルの平均出力レートがサンプリングされます。この機能では、マーク付けされた各ト

ンネルに対して、トンネルの割り当て済み帯域幅が最後の調整以降のトンネルの最大サンプルに

なるように定期的に（たとえば、1日に 1回）調整します。

トンネルの帯域幅が調整される頻度および可能な調整範囲は、トンネルごとに設定できます。さ

らに、サンプリングの間隔、および平均出力レートを取得するためにトンネルのトラフィックを

平均する間隔は、ユーザがトンネルごとに設定できます。
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MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の利点
自動帯域幅機能を使用すると、MPLSTEトンネルの帯域幅を設定および監視できます。トンネル
に対して自動帯域幅が設定されている場合、TEによりトンネルの帯域幅が自動的に調整されま
す。

MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の設定方法

トラフィックエンジニアリングトンネルをサポートするためのデバ

イスの設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip cef distributed
4. mpls traffic-eng tunnels
5. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

分散型シスコエクスプレスフォワーディング動作を

イネーブルにします。

ip cef distributed

例：

Router(config)# ip cef distributed

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

デバイスでMPLSトラフィックエンジニアリングト
ンネル機能をイネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 4   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 5   

MPLS トラフィックエンジニアリング用の IS-IS または OSPF の設定
MPLS TE用に IS-ISまたは OSPFを設定するには、次のいずれかの作業を実行します。

MPLS トラフィックエンジニアリング用の IS-IS の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router isis
4. mpls traffic-eng level-1
5. mpls traffic-eng router-id loopback0
6. metric-style wide
7. exit
8. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
262

MPLS トラフィックエンジニアリング - TE トンネルの自動帯域幅調整
MPLS トラフィックエンジニアリング用の IS-IS または OSPF の設定



目的コマンドまたはアクション

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IS-ISルーティングをイネーブルにし、IP用の IS-ISプ
ロセスを指定して、ルータコンフィギュレーション

モードを開始します。

router isis

例：

Router(config)# router isis

ステップ 3   

IS-ISレベル 1でMPLS TEをオンにします。mpls traffic-eng level-1

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng level-1

ステップ 4   

ノードの TEルータ識別子が、インターフェイス
loopback0に関連付けられている IPアドレスになるよう
に指定します。

mpls traffic-eng router-id loopback0

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   

新スタイルのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクト
だけを生成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide

例：

Router(config-router)# metric-style
wide

ステップ 6   

グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-router)# exit

ステップ 7   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 8   
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MPLS トラフィックエンジニアリング用の OSPF の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. router ospf process-id
4. mpls traffic-eng area number
5. mpls traffic-eng router-id loopback0
6. exit
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

IP用の OSPFルーティングプロセスを設定し、ルータコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

router ospf process-id

例：

Router(config)# router ospf 200

ステップ 3   

• process-id引数の値は、OSPFルーティングプロセス
の内部で使用される識別パラメータです。ローカルで

割り当てられ、任意の正の整数を使用できます。OSPF
ルーティングプロセスごとに固有の値を割り当てま

す。

指定された OSPFエリアに対してMPLS TEをオンにしま
す。

mpls traffic-eng area number

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng area 0

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ノードの TEルータ識別子が、インターフェイス loopback0
に関連付けられている IPアドレスになるように指定しま
す。

mpls traffic-eng router-id loopback0

例：

Router(config-router)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-router)# exit

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   

トンネルが通過する各リンクの帯域幅の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypenumber
4. mpls traffic-eng tunnels
5. ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single-flow-kbps] [sub-pool kbps]
6. exit
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、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。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface
FastEthernet 0/0/0

ステップ 3   

インターフェイス上でMPLSTEトンネルをイネーブルにし
ます。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Router(config-if)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 4   

インターフェイスで IP用のリソース予約プロトコル
（RSVP）をイネーブルにします。

ip rsvp bandwidth [interface-kbps]
[single-flow-kbps] [sub-pool kbps]

例：

Router(config-if)# ip rsvp bandwidth
1000 100

ステップ 5   

• interface-kbps引数では、RSVPフローによって割り当
てられる帯域幅の最大量（kbps単位）を指定します。
指定できる範囲は 1～ 10000000です。

• single-flow-kbps引数は、単一フローに割り当てられる
可能性のある帯域幅の最大量（kbps単位）です。指定
できる範囲は 1～ 10000000です。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 6   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 7   
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MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定
MPLSTEトンネルを設定するには、次の作業を実行します。MPLSTEトンネルには 2つのパス設
定オプションがあります。2つのパスとは、優先的な明示パスとバックアップダイナミックパス
です。

設定は、TEヘッドエンドノードだけに適用されます。設定は、ネットワーク内のすべての
ノードおよびインターフェイスに適用されます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. ip unnumbered interface-type interface-number
5. tunnel destination ip-address
6. tunnel mode mpls traffic-eng
7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth
8. tunnel mpls traffic-eng path-option [protect] preference-number{dynamic | explicit | {name path-name

| path-number}} [lockdown]
9. exit
10. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel 1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

このトンネルインターフェイスに、インターフェイス

Loopback0の IPアドレスと同じ IPアドレスを割り当てます。
ip unnumbered interface-type
interface-number

例：

Router(config-if)# ip unnumbered
loopback 0

ステップ 4   

• MPLSTEトンネルインターフェイスは単一方向リンクを
表すため、番号なしにする必要があります。

このコマンドは、Lookback0が IPアドレスとともに
設定されるまでは有効になりません。

（注）

トンネルの宛先を指定します。tunnel destination ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel
destination 10.3.3.3

ステップ 5   

•宛先は、宛先デバイスのMPLS TEルータ IDにする必要
があります。

トンネルのカプセル化モードをMPLS TEに設定します。tunnel mode mpls traffic-eng

例：

Router(config-if)# tunnel mode mpls
traffic-eng

ステップ 6   

MPLS TEトンネルの帯域幅を設定します。tunnel mpls traffic-eng bandwidth
bandwidth

ステップ 7   

• bandwidth引数は、MPLS TEトンネルに設定された帯域
幅（キロビット/秒単位）です。範囲は 1～ 4294967295
です。デフォルトは 0です。

例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng bandwidth 250 •トンネルに自動帯域幅が設定されている場合は、tunnel

mpls traffic-eng bandwidthコマンドを使用して、トンネ
ルの初期帯域幅を設定します。この初期帯域幅は、自動

帯域幅メカニズムによって調整されます。

tunnel mpls traffic-eng bandwidthコマンドでトンネ
ルの帯域幅を設定し、tunnelmpls traffic-eng auto-bw
コマンドで自動帯域幅の最小量を設定されている場

合、自動帯域幅調整の最小量は設定されている 2つ
の値のうち低い方になります。

（注）

指定した IP明示パス、または TEトポロジデータベースから
ダイナミックに計算されたパスを使用するようにトンネルを

設定します。

tunnel mpls traffic-eng path-option
[protect] preference-number{dynamic |
explicit | {name path-name |
path-number}} [lockdown]

ステップ 8   

•明示パスが現在使用可能でない場合は、ダイナミックパ
スが使用されます。例：

Router(config-if)# tunnel mpls
traffic-eng path-option 10 explicit
avoid-protected-link
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 9   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 10   

トラブルシューティングのヒント

各 tunnel mpls traffic-eng auto-bwコマンドは、前のコマンドよりも優先されます。したがって、
トンネルに複数のオプションを指定する場合は、単一の tunnel mpls traffic-eng auto-bwコマンド
にそれらすべてを指定する必要があります。

プラットフォームでの自動帯域幅調整のイネーブル化

プラットフォームの自動帯域幅調整をイネーブルにし、帯域幅調整の対象として設定されたトン

ネルの出力レートのサンプリングを開始するには、次の作業を実行します。

この作業は、TEヘッドエンドルータだけに適用されます。設定は、ローカルに設定されてい
るすべての TEヘッドエンドインターフェイスに適用されます。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. mpls traffic-eng auto-bw timers [frequency seconds]
4. no mpls traffic-eng auto-bw timers
5. exit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

プラットフォームの自動帯域幅調整をイネーブルにし、自動帯域幅調

整の対象として設定されたトンネルの出力レートのサンプリングを開

始します。

mpls traffic-eng auto-bw timers
[frequency seconds]

例：

Router(config)# mpls

ステップ 3   

• frequencyキーワードでは、自動帯域幅の対象として設定されて
いる各トンネルの出力レートのサンプリング間隔（秒単位）を指

定します。値の範囲は 1～ 604800です。推奨値は 300です。
traffic-eng auto-bw timers
frequency 300

（任意）プラットフォームで自動帯域幅調整をディセーブルにしま

す。

no mpls traffic-eng auto-bw
timers

例：

Router(config)# no mpls
traffic-eng auto-bw timers

ステップ 4   

•トンネルの出力レートサンプリングと帯域幅調整を終了するに
は、コマンドの no形式を使用します。また、コマンドの no形
式を使用すると、各トンネルに設定されている帯域幅が元に戻り

ます。この場合、設定されている帯域幅は次のように判別されま

す。

•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
レーションに書き込まれたあと、トンネルの帯域幅が tunnel
mpls traffic-eng bandwidthコマンドで明示的に設定された
場合、設定されている帯域幅はそのコマンドで指定された

帯域幅になります。

•それ以外の場合、設定されている帯域幅はスタートアップ
コンフィギュレーションでトンネルに指定された帯域幅に

なります。

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 5   
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トンネルの自動帯域幅調整のイネーブル化

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. tunnel mpls traffic-eng auto-bw [collect-bw] [frequency seconds] [adjustment-threshold percent]

[overflow-limit number overflow-threshold percent] [max-bw kbps] [min-bw kbps]
5. exit
6. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel 1

ステップ 3   

トンネルの自動帯域幅調整をイネーブルにし、ト

ンネルの帯域幅を調整する方法を制御します。

tunnel mpls traffic-eng auto-bw [collect-bw]
[frequency seconds] [adjustment-threshold
percent] [overflow-limit number

ステップ 4   

overflow-threshold percent] [max-bw kbps]
[min-bw kbps]

例：

Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng
auto-bw max-bw 2000 min-bw 1000
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 5   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 6   

トンネルの平均出力レートの計算間隔の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface tunnel number
4. load-interval seconds
5. exit
6. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスを設定し、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。

interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel
1

ステップ 3   

インターフェイスの入力レートおよび出力レートを平均化

する間隔を設定します。

load-interval seconds

例：

Router(config-if)# load-interval
90

ステップ 4   

• seconds引数は、データを使用して負荷の統計を計算す
る期間です。値は 30の倍数であり、30～ 600（30、
60、90、120など）です。デフォルトは 300です。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。exit

例：

Router(config-if)# exit

ステップ 5   

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

Router(config)# exit

ステップ 6   

自動帯域幅設定の確認

手順の概要

1. show mpls traffic-eng tunnels
2. showrunning-config

手順の詳細

ステップ 1 show mpls traffic-eng tunnels
このコマンドを使用して、機能がイネーブルになっているトンネルの自動帯域幅情報を含め、トンネルに

関する情報を表示します。次に例を示します。

例：

Router# show mpls traffic-eng tunnels
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Name:tagsw4500-9_t1 (Tunnel1) Destination:10.0.0.4
Status:
Admin:up Oper:up Path:valid Signalling:connected
path option 1, type explicit pbr_south (Basis for Setup, path weight 30)
path option 2, type dynamic
Config Parameters:
Bandwidth:13 kbps (Global) Priority:7 7 Affinity:0x0/0xFFFF
AutoRoute: disabled LockDown:disabled Loadshare:13 bw-based
auto-bw:(300/265) 53 Bandwidth Requested: 13

Adjustment threshold: 5%
Overflow Limit: 4 Overflow Threshold: 25%
Overflow Threshold Crossed: 1
Sample Missed: 1 Samples Collected: 1

Active Path Option Parameters:
State: dynamic path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled
InLabel : -
OutLabel : Serial3/0, 18
RSVP Signalling Info:
Src 10.0.0.1, Dst 10.0.0.4, Tun_Id 2, Tun_Instance 2
RSVP Path Info:
My Address: 10.105.0.1
Explicit Route: 10.105.0.2 104.105.0.1 10.0.0.4
Record Route: NONE
Tspec: ave rate=13 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=13 kbits

Record Route: NONE
Tspec: ave rate=13 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=13 kbits
RSVP Resv Info:
Record Route: NONE
Fspec: ave rate=13 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=13 kbits
Shortest Unconstrained Path Info:
Path Weight: 128 (TE)
Explicit Route: 10.105.0.2 104.105.0.1 10.0.0.4
History:
Tunnel:
Time since created: 7 minutes, 56 seconds
Time since path change: 7 minutes, 18 seconds
Number of LSP IDs (Tun_Instances) used: 2
Number of Auto-bw Adjustment resize requests: 1
Time since last Auto-bw Adjustment resize request: 1 minutes, 7 seconds
Number of Auto-bw Overflow resize requests: 1
Time since last Auto-bw Overflow resize request: 52 seconds
Current LSP:
Uptime: 52 seconds
Selection: reoptimization

Prior LSP:
ID: path option 1 [1]
Removal Trigger: configuration changed

コマンドの出力の意味は次のとおりです。

• auto-bw行は、トンネルに対して自動帯域幅調整がイネーブルになっていることを示します。

• 300は、帯域幅調整の間隔（秒単位）です。

• 265は、次の帯域幅調整が開始されるまでの残存時間（秒単位）です。

• 53は、最後の帯域幅調整以降の最大帯域幅サンプルです。

• 13は、最後の帯域幅調整、およびトンネルに対して現在要求されている帯域幅です。

•調整しきい値は 5%です。

•オーバーフロー制限は 4です。

•オーバーフローしきい値は 25%です。
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•オーバーフローの超過は 1です。

例：

ステップ 2 showrunning-config
このコマンドを使用して、tunnel mpls traffic-eng auto bwコマンドが予期したとおりかどうかを確認しま
す。次に例を示します。

例：

Router# show running-config
.
.
.
interface tunnel1
ip unnumbered loopback 0
tunnel destination 192.168.17.17 255.255.255.0
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1500
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic

tunnel mpls traffic-eng auto bw max-bw 2000 min-bw 1000 !Enable automatic bandwidth

例：

.

.

.

show running-configコマンドの出力例は、tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1500コマンドの値 1500が調
整後に変更されることを示しています。

例：
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MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の設定例
下の図は、MPLSトポロジの例を示しています。ここでは、ルータ 1を送信元とするMPLS TEト
ンネルの自動帯域幅調整を設定し、トンネル 1に対して自動帯域幅調整をイネーブルにする場合
の設定例を示します。

図 9：MPLS トラフィックエンジニアリングトンネルの設定例

これらの例では、必要な RSVPや Interior Gateway Protocol（IGP）（IS-ISまたは OSPF）の設定な
ど、MPLSTEに必要な一部の設定が省略されています。これらの例の目的は、自動帯域幅調整の
設定を示すことであるためです。

例：MPLS トラフィックエンジニアリング自動帯域幅の設定
次に、mpls traffic-eng auto-bw timersコマンドを使用して、ルータ 1に対して自動帯域幅調整を
イネーブルにする例を示します。このコマンドでは、自動帯域幅調整の対象として設定されてい

るトンネルの出力レートを 10分間隔でサンプリングするように指定しています。

configure terminal
!
ip cef distributed
mpls traffic-eng tunnels
mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 600 !Enable automatic bandwidth adjustment
interface loopback 0
ip address 192.168.11.11 255.255.255.0

例：自動帯域幅のトンネル設定

次に、tunnel mpls traffic-eng auto-bwコマンドを使用して、トンネル 1に対して自動帯域幅調整
をイネーブルにする例を示します。このコマンドでは、最大許容帯域幅を 2000 kbps、最小許容帯

   MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
276

MPLS トラフィックエンジニアリング - TE トンネルの自動帯域幅調整
MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整の設定例



域幅を 1000 kbpsに指定し、デフォルトの自動帯域幅調整頻度（1日に 1回）が使用されるように
指定しています。

interface tunnel1
ip unnumbered loopback 0
tunnel destination 192.168.17.17
tunnel mode mpls traffic-eng
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 1500
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1
tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic
tunnel mpls traffic-eng auto-bw max-bw 2000 min-bw 1000 !Enable automatic bandwidth

!adjustment for Tunnel1

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS IP Routing Protocols Command
Reference』

IS-ISおよび OSPFコマンド

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSコマンド

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

Quality of Serviceソリューションのコマンド

『Quality of Service Overview』Quality of Serviceソリューションの設定

標準

タイトル規格

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

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

MPLSトラフィックエンジニアリングMIB

RFC

タイトルRFC

--この機能によってサポートされる新しい RFC
または変更された RFCはありません。また既
存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。
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MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整に関する機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 12：MPLS TE - TE トンネルの自動帯域幅調整に関する機能情報

機能情報リリース機能名

MPLSトラフィックエンジニア
リング - TEトンネルの自動帯
域幅調整機能を使用すると、測

定されたトラフィック負荷に基

づいて、トラフィックエンジ

ニアリングトンネルに対する

帯域幅割り当てを自動的に調整

できます。実行コンフィギュ

レーションで設定されている帯

域幅は、自動帯域幅の動作によ

り変更されます。

この機能は、Cisco IOS Release
12.2(33)SREで導入されまし
た。

自動帯域幅調整しきい値および

オーバーフローしきい値をサ

ポートするために、次のコマン

ドが導入または変更されまし

た。mpls traffic-eng lsp
attributes、show mpls
traffic-eng tunnels、および
tunnel mpls traffic-eng auto-bw

12.2(33)SREMPLSトラフィックエンジニア
リング - TEトンネルの自動帯
域幅調整
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第 14 章

MPLS トラフィックエンジニアリング - バン
ドルインターフェイスサポート

MPLSトラフィックエンジニアリング：バンドルインターフェイスサポート機能を使用すると、
バンドルインターフェイス（EtherChannelおよび Gigabit EtherChannel（GEC））を介してマルチ
プロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）トンネルをイ
ネーブルにすることができます。

リソース予約プロトコル（RSVP）により、メンバリンクが追加または削除された場合や、リン
クがアクティブまたは非アクティブになった場合に発生する帯域幅変更が TEに通知されます。
TEは内部ゲートウェイプロトコル（IGP）フラッディングを介して、ネットワーク内の他のノー
ドに通知します。デフォルトでは、TEラベルスイッチドパス（LSP）が利用できる帯域幅は、
インターフェイス帯域幅の 75%です。バンドルインターフェイスで RSVPコマンドを使用する
と、TELSPが利用できるグローバルな帯域幅の割合を変更できます。帯域予約とプリエンプショ
ンはサポートされています。

Fast Reroute（FRR）機能はバンドルインターフェイスでサポートされます。バンドルインター
フェイスがダウンすると、FRRがアクティブ化されます。たとえば、shutdownコマンドを入力
してインターフェイスをシャットダウンした場合や、動作しているリンクの数が、必要な最小リ

ンク数より少ない場合です。

• 機能情報の確認, 282 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの前提条件, 282 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの制約事項, 282 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートについて, 283 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの設定方法, 285 ページ

• MPLS TEバンドルインターフェイスサポートの設定例, 287 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの関連資料, 289 ページ

• MPLS TE -バンドルインターフェイスサポートの機能情報, 290 ページ

• 用語集, 291 ページ
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの前提条
件

•マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）トラフィックエンジニアリング（TE）ト
ンネルを設定してください。

•グローバルコンフィギュレーションモードで、Cisco Express Forwarding（CEF）をイネーブ
ルにしてください。

• Resource Reservation Protocol（RSVP）機能をイネーブルにしてください。

• EtherChannelを設定してください。

• Gigabit EtherChannelを設定してください。

MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの制約事
項

•スイッチ仮想インターフェイス（SVI）を介したトラフィックエンジニアリングは、SVIが
1つのポイントツーポイントインターフェイスとして機能する複数のリンクのバンドルで構
成されていない限りサポートされません。

•また、バンドルインターフェイスに有効な IPアドレスが設定されていて、メンバーリンク
には IPアドレスが設定されていないことが条件となります。
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MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートについて

Cisco EtherChannel の概要
Cisco EtherChannelテクノロジーは、標準ベースの 802.3全二重形式ファストイーサネットに基づ
いて構築され、キャンパスネットワークバックボーンに信頼性の高い、高速なソリューションを

提供します。EtherChannelテクノロジーは、Fast EtherChannel接続、Gigabit EtherChannel接続、10
Gigabit EtherChannel接続において、それぞれ最大 800 Mbps、8 Gbps、または 80 Gbpsの集約帯域
幅を提供することにより、キャンパスにスケーラブルな帯域幅を提供します。これらの接続速度

はそれぞれ、使用されているリンクの速度（100 Mbps、1 Gbps、10 Gbps）に合わせて異なる場合
があります。帯域幅を必要とする環境では、EtherChannelテクノロジーを使用することでトラ
フィックを集約し、オーバーサブスクリプションを最小限に抑え、効果的なリンク復元メカニズ

ムを実装することができます。

Cisco EtherChannel の利点

Cisco EtherChannelテクノロジーを使用すると、単独のリンクを使用するイーサネットテクノロ
ジーに比べて、サーバ、ルータ、およびスイッチ間の帯域幅を拡張することができます。

Cisco EtherChannelテクノロジーには段階的に帯域幅を拡張できるという利点があり、その他にも
次の利点があります。

•標準規格に基づく設計：CiscoEtherChannelテクノロジーは、複数の全二重ポイントツーポイ
ントリンクをグループ化することにより、IEEE 802.3対応イーサネット上で動作するように
設計されています。EtherChannelテクノロジーでは、全二重の自動ネゴシエーションと自動
検知を行うために IEEE 802.3のメカニズムが必要に応じて使用されます。

•柔軟に拡張できる帯域幅：CiscoEtherChannelテクノロジーでは、集約するリンクの速度に応
じて、100Mbps、1Gbps、または10Gbpsの倍数単位で帯域幅集約が行われます。たとえば、
全二重ファストイーサネットリンクのペアで構成される EtherChannelテクノロジーを展開
することで、ワイヤリングクローゼットとデータセンターの間で 400 Mbps以上の帯域幅を
提供することができます。データセンターでは、サーバとネットワークバックボーンの間で

最大800Mbpsの帯域幅を提供することができ、帯域幅を段階的に拡張することができます。

•ロードバランシング：Cisco EtherChannelテクノロジーはいくつかのファストイーサネット
リンクで構成され、これらのリンク間のトラフィックをロードバランシングできます。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はリンク全体に均等に分

散され、その結果パフォーマンスが向上し、冗長性のあるパラレルパスが実現します。いず

れかのリンクに障害が発生すると、トラフィックはユーザの介入なしにチャネル内の残りの

リンクにリダイレクトされ、パケットの損失は最小限に抑えられます。

•復元力と迅速なコンバージェンス：いずれかのリンクに障害が発生した場合、CiscoEtherChannel
テクノロジーは残りのリンクの間で負荷を再分散することにより、自動リカバリを行いま

す。リンクに障害が発生すると、CiscoEtherChannelテクノロジーは障害が発生したリンクか
ら残りのリンクに 1秒以内にトラフィックをリダイレクトします。このコンバージェンスは
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エンドユーザに影響することなく実行され、ホストのプロトコルタイマーの時間切れやセッ

ションの切断などは発生しません。

Cisco Gigabit EtherChannel の概要
CiscoGigabit EtherChannel（GEC）は、ギガビット/秒（Gbps）単位の転送レートを誇る高性能イー
サネットテクノロジーです。Gigabit EtherChannelは、個々のギガビットイーサネットリンク
（Gigabit Ethernetおよび 10 Gigabit Ethernet）を 1つの論理リンクにバンドルすることにより、最
大 8つの物理リンクの集約帯域幅を提供します。各 EtherChannelのすべての LANポートが同じ速
度に設定され、レイヤ 2 LAN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。EtherChannel内の 1つのリンクに到達したインバウンドブロードキャスト
およびマルチキャストパケットは、EtherChannel内の別のリンクに戻されることはありません。

EtherChannel でのロードバランシングと最小リンク
ロードバランシングは、TEに使用できる実際の帯域幅に影響します。マルチリンクロードバラ
ンシングでは、パケット単位のロードバランシング方式が使用されます。バンドルインターフェ

イスの帯域幅をすべて利用できます。EtherChannelロードバランシングには、トラフィックパ
ターンとロードバランシングの設定に応じて、さまざまなロードバランシング方式があります。

TEに使用可能な合計帯域幅は1つのメンバーリンクの帯域幅までに制限される場合があります。

EtherChannelの場合、最小リンクはLinkAggregationControl Protocol（LACP）でのみサポートされ
ます。他の EtherChannelプロトコルの場合、デフォルトの最小リンク数は 1で、この値は設定で
きません。EtherChannelの最小リンクを設定するには、port-channel min-linksコマンドを使用し
ます。
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MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの設定方
法

EtherChannel インターフェイスでの MPLS TE の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface type number [name-tag]
4. ip address ip-address mask [secondary]
5. mpls traffic-eng tunnels
6. mpls traffic-eng backup-path tunnel
7. port-channel min-links min-num
8. ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single-flow-kbps]
9. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

EtherChannelバンドルを作成し、バンドルにグループ番号
を割り当て、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。

interface type number [name-tag]

例：

Device(config)# interface port-channel
1

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

EtherChannelグループの IPアドレスを指定します。ip address ip-address mask [secondary]

例：

Device(config-if)# ip address 10.0.0.4
255.255.255.0

ステップ 4   

インターフェイスのMPLS TEトンネルシグナリングを
イネーブルにします。

mpls traffic-eng tunnels

例：

Device(config-if)# mpls traffic-eng
tunnels

ステップ 5   

•シグナリングをイネーブルにする前に、デバイスで
MPLSTEトンネルはイネーブルにする必要がありま
す。

（任意）インターフェイスで障害が検出された場合にバッ

クアップトンネルを使用するよう物理インターフェイス

を設定します。

mpls traffic-eng backup-path tunnel

例：

Device(config-if)# mpls traffic-eng
backup-path Tunnel120

ステップ 6   

チャネルをアクティブにする前に、EtherChannelにバンド
ルしなければならないポートの最小数を指定します。

port-channel min-links min-num

例：

Device(config-if)# port-channel
min-links 2

ステップ 7   

インターフェイスで IP用の RSVPをイネーブルにし、
RSVP帯域幅プールで使用できるインターフェイスの合計
帯域幅の割合を指定します。

ip rsvp bandwidth [interface-kbps]
[single-flow-kbps]

例：

Device(config-if)# ip rsvp bandwidth
100

ステップ 8   

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モードに戻ります。
end

例：

Device(config-if)# end

ステップ 9   
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MPLS TE バンドルインターフェイスサポートの設定例

例：EtherChannel インターフェイスでの MPLS TE の設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# interface port-channel 1
Device(config-if)# ip address 10.0.0.4 255.255.255.0
Device(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
Device(config-if)# mpls traffic-eng backup-path Tunnel 120
Device(config-if)# port-channel min-links 2
Device(config-if)# ip rsvp bandwidth 100
Device(config-if)# end

例：Gigabit EtherChannel バンドルインターフェイスでの MPLS TE - バ
ンドルインターフェイスサポートの設定

次の例は、シスコデバイス上の GECでMPLS TE -バンドルインターフェイスサポートをイネー
ブルにする方法を示しています。

Device> enable
Device# configure terminal

! Enable global MPLS TE on routers
Device(config)# router ospf 100
Device(config-router)# network 10.0.0.1 0.0.0.255 area 0
Device(config-router)# mpls traffic-eng area 0
Device(config-router)# mpls traffic-eng router-id Loopback 0
Device(config-router)# exit

! Configure GEC interface and enable MPLS TE and RSVP on interface
Device(config)# interface Port-channel 1
Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
Device(config-if)# ip rsvp bandwidth
Device(config-if)# exit

! Define explicit path
Device(config)# ip explicit-path name primary enable
Device(cfg-ip-expl-path)# next-address 172.12.1.2
Device(cfg-ip-expl-path)# next-address 172.23.1.2
Device(cfg-ip-expl-path)# next-address 172.34.1.2
Device(cfg-ip-expl-path)# next-address 10.4.4.4
Device(cfg-ip-expl-path)# exit

! Configure primary tunnel on head-end device
Device(config)# interface Tunnel 14
Device(config-if)# ip unnumbered Loopback 0
Device(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Device(config-if)# tunnel destination 10.10.10.0
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng autoroute announce
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name primary
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng fast-reroute
Device(config-if)# exit

! Configure backup tunnel on head-end or mid-point device
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Device(config)# interface Tunnel 23
Device(config-if)# ip unnumbered Looback 0
Device(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Device(config-if)# tunnel destination 10.20.10.0
Device(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name backup
Device(config-if)# exit

! Configure backup tunnel on protected GEC interface
Device(config)# interface Port-channel 1
Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# mpls traffic-eng tunnels
Device(config-if)# mpls traffic-eng backup-path Tunnel 23
Device(config-if)# ip rsvp bandwidth percent 20
Device(config-if)# lacp min-bundle 2
Device(config-if)# exit

! Configure GEC interface
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# channel-group 1 mode active
Device(config-if)# exit

! Configure GEC interface
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/2
Device(config-if)# no ip address
Device(config-if)# channel-group 1 mode active
Device(config-if)# exit

showmpls traffic-eng tunnelsコマンドの出力には、1つのトンネルに関する情報、またはデバイス
上で設定されているすべてのトンネルに関する 1行の情報が表示されます。

Device# show mpls traffic-eng tunnels tunnel 14

Name: ASR1013_t14 (Tunnel10) Destination: 10.4.4.4
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected
path option 1, type explicit toR4overR3R3 (Basis for Setup, path weight 3)

Config Parameters:
Bandwidth: 0 kbps (Global) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xFFFF
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: enabled LockDown: disabled Loadshare: 0 [0] bw-based
auto-bw: disabled

Active Path Option Parameters:
State: explicit path option 1 is active
BandwidthOverride: disabled LockDown: disabled Verbatim: disabled

InLabel : -
OutLabel : Port-channel1, 1608
Next Hop : 172.16.1.2
FRR OutLabel : Tunnel23, 4868
RSVP Signalling Info:

Src 10.1.1.1, Dst 10.4.4.4, Tun_Id 14, Tun_Instance 35
RSVP Path Info:
My Address: 172.12.1.1
Explicit Route: 172.12.1.2 172.23.1.1 172.23.1.2 172.34.1.1

172.34.1.2 10.4.4.4

History:
Tunnel:
Time since created: 17 hours
Time since path change: 18 minutes, 22 seconds
Number of LSP IDs (Tun_Instances) used: 35

Current LSP: [ID: 35]
Uptime: 18 minutes, 22 seconds
Selection: reoptimization

Prior LSP: [ID: 32]
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ID: path option unknown
Removal Trigger: signalling shutdown

Device# show mpls traffic-eng tunnels brief

show mpls traffic-eng tunnels brief
Signalling Summary:

LSP Tunnels Process: running
Passive LSP Listener: running
RSVP Process: running
Forwarding: enabled
Periodic reoptimization: every 3600 seconds, next in 3299 seconds
Periodic FRR Promotion: Not Running
Periodic auto-bw collection: every 300 seconds, next in 299 seconds

P2P TUNNELS/LSPs:
TUNNEL NAME DESTINATION UP IF DOWN IF STATE/PROT^M
ASR1013_t14 10.4.1.1 - Po12 up/up
On Mid Router:
P2P TUNNELS/LSPs:
TUNNEL NAME DESTINATION UP IF DOWN IF STATE/PROT
ASR1013_t14 10.4.1.1 Po12 Po23 up/up
ASR1002F_t23 10.2.1.1 Po25 - up/up

show mpls traffic-eng fast-rerouteコマンドの出力には、このデバイスが送信元となる FRRで保護
されたMPLS TEトンネル、このデバイスによって中継される FRRで保護されたMPLS TEトンネ
ル、またはこのデバイスで終端される FRRで保護されたMPLS TEトンネルに関する情報が表示
されます。

Device# show mpls traffic-eng fast-reroute database

P2P Headend FRR information:
Protected tunnel In-label Out intf/label FRR intf/label Status
--------------------------- -------- -------------- -------------- ------

P2P LSP midpoint frr information:
LSP identifier In-label Out intf/label FRR intf/label Status
--------------------------- -------- -------------- -------------- ------
10.1.1.1 1 [2] 16 Po23:16 Tu23:16 active

MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの関連資
料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching
Command Reference』

MPLSトラフィックエンジニアリングコマン
ド

『Cisco IOS IPv6 Command Reference』IPv6コマンド
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの機能情
報

次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 13：MPLS TE - バンドルインターフェイスサポートの機能情報

機能情報リリース機能名

MPLS TE -バンドルインター
フェイスサポート機能を使用

すると、バンドルインターフェ

イス（EtherChannelおよび
Gigabit EtherChannel（GEC））
を介してMPLSトラフィック
エンジニアリング（TE）トン
ネルをイネーブルにすることが

できます。

MPLS TE -バンドルインター
フェイスサポート
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用語集
バンドルインターフェイス：port-channel、マルチリンク、および VLANインターフェイスの総
称。

シスコエクスプレスフォワーディング：ルート参照情報を 1つのルートキャッシュではなく複
数のデータ構造に分けて保存することにより、ルータ内のパケットの転送を短時間で行う手法。

CLNS：Connectionless Network Service（コネクションレス型ネットワークサービス）。事前に回
線を確立しなくてもデータを送信できるオープンシステム相互接続（OSI）ネットワーク層サー
ビス。CLNSは、メッセージを他のメッセージとは別に宛先にルーティングします。

CSPF：Constraint-based Shortest Path First。最小帯域幅要件、ノードの最大数、包含または除外す
るノードなど、一連の制約に基づいて最短パスを計算するルーティングプロトコル。

企業ネットワーク：会社などの組織内でほとんどの主要点を接続する大規模かつ多種多様なネッ

トワーク。

FRR：Fast ReRouteの略。

ヘッドエンド：ブロードバンドネットワークのエンドポイント。すべてのステーションがヘッド

エンドに向けて送信し、ヘッドエンドが宛先ステーションに向けて送信します。

IGP：InteriorGateway Protocol（内部ゲートウェイプロトコル）。自律システム内でルーティング
情報の交換に使用するインターネットプロトコル。一般的なインターネット IGPの例としては、
Interior Gateway Routing Protocol（IGRP）、Open Shortest Path First（OSPF）、および Routing
Information Protocol（RIP）があります。

インターフェイス：ネットワーク接続。

IS-IS：Intermediate System-to-Intermediate System。DECnet Phase Vルーティングに基づく OSIリン
クステート階層型ルーティングプロトコルであり、IS（ルータ）はこれを使用して、ネットワー
クトポロジを決定するために、1つのメトリックに基づいてルーティング情報を交換します。

LDN：リンクダウン通知。

LSP：Label Switched Path（ラベルスイッチドパス）。一連のホップ（R0...Rn）であり、パケッ
トはラベルスイッチングメカニズムを使用して R0から Rnに伝送されます。ラベルスイッチド
パスは通常のルーティングメカニズムに基づいてダイナミックに選択されるか、または設定に

よって選択されます。

メンバーリンク：バンドルインターフェイスにグループ化された個々のインターフェイス。

メッセージペーシング：レート制限機能の旧称。

MPLS：マルチプロトコルラベルスイッチング（旧称はタグスイッチング）。主にレイヤ 3ルー
ティングではなくレイヤ 2スイッチングを使用してパケットを転送する方式。MPLSでは、
Forwarding Equivalence Classという概念に基づいて、MPLSクラウドに入るときにパケットに短い
固定長のラベルが割り当てられます。MPLSドメイン内では、元のパケットヘッダーにほとんど
頼ることなく、ラベルに基づいて転送判断が行われます。

OSPF：Open Shortest Path First。Intermediate System-Intermediate System（IS-IS）プロトコルから派
生した、リンクステート階層型の InteriorGatewayProtocol（IGP）ルーティングプロトコル。OSPF
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機能には、最小コストによるルーティング、マルチパスのルーティング、およびロードバランシ

ングがあります。

ルータ：1つ以上のメトリックを使用して、ネットワークトラフィックを転送すべき最適のパス
を決定するネットワーク層装置。ルータは、ネットワーク層情報に基づいて、ネットワーク間で

パケットを転送します。

RSVP：Resource Reservation Protocol（リソース予約プロトコル）。IPネットワーク上でリソース
の予約をサポートするためのプロトコル。

スケーラビリティ：ネットワークの拡大に伴って、リソース使用量の程度がどれだけ迅速に増加

するかを示すインジケータ。

TLV：Type, Length, Value（タイプ、長さ、値）。TLVオブジェクトはデータ通信で追加情報を提
供するために使用されます。typeフィールドは、valueフィールドに含まれる項目のタイプを示し
ます。lengthフィールドは、valueフィールドの長さを示します。valueフィールドは、パケットの
データ部分です。

トポロジ：企業ネットワーキング構造内のネットワークノードおよびメディアの物理的な配置。

TE（トラフィックエンジニアリング）：標準のルーティング方式を使用した場合に選択されるパ
スとは異なるパスで、ルーティングされたトラフィックがネットワークを通過できるようにする

手法および処理。

トラフィックエンジニアリングトンネル：トラフィックエンジニアリングに使用されるラベル

スイッチドトンネル。このようなトンネルは、通常のレイヤ 3ルーティング以外の手段によって
設定されます。このトンネルによって、トラフィックは、レイヤ 3ルーティングでトンネルに選
択されるパスとは異なるパスを経由します。
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第 15 章

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高い
メッセージング

RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能を使用するとリフレッシュの回
数が削減されるため、ResourceReservation Protocol（RSVP）シグナリングのスケーラビリティ、
遅延、および信頼性が向上し、ネットワークのパフォーマンスとメッセージ配信の信頼性が向上

します。

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能の履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。12.2(13)T

この機能は、Cisco IOSRelease 12.0(24)Sに統合
されました。

12.0(24)S

この機能は、Cisco IOSRelease 12.2(14)Sに統合
されました。

12.2(14)S

2つのコマンド（ip rsvp signalling refreshmisses
および ip rsvp signalling refresh interval）コマ
ンドが Cisco IOS Release 12.0(26)Sに追加され
ました。

12.0(26)S

ip rsvp signalling rate-limitコマンドの burst引
数とmax-size引数のデフォルトが、それぞれ、
8メッセージと2000バイトに増加されました。

12.0(29)S

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(28)SBに統
合されました。

12.2(28)SB
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変更内容リリース

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(18)SXF5に
統合されました。

12.2(18)SXF5

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRBに
統合されました。

12.2(33)SRB

プラットフォームと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェアイメージのサポート情報の検索

Cisco Feature Navigatorを使用すると、プラットフォーム、Cisco IOSソフトウェアイメージ、お
よびCatalystOSソフトウェアイメージの各サポート情報を検索できます。CiscoFeatureNavigator
には、http://www.cisco.com/go/cfnからアクセスします。Cisco.comのアカウントは必要ありませ
ん。

• 機能情報の確認, 294 ページ

• RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの前提条件, 295 ページ

• RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングに関する制約事項, 295 ページ

• RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングについて, 295 ページ

• RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの設定方法, 298 ページ

• RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの設定例, 302 ページ

• その他の参考資料, 303 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージン
グの前提条件

RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能を使用するには、RSVPをネット
ワーク内の複数のデバイス上で設定する必要があります。

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージン
グに関する制約事項

マルチキャストフローが、信頼性の高いメッセージおよびサマリーリフレッシュ機能に対してサ

ポートされません。

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージン
グについて

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの機能設
計

RSVPは、インターネットアプリケーションによって、データフローに対する特別な Quality of
Service（QoS）の取得を可能にするネットワーク制御ソフト状態プロトコルです。ソフト状態プ
ロトコルとして、RSVPでは定期的に状態をリフレッシュする必要があります。指定された期間
にリフレッシュメッセージが転送されなかった場合は、RSVP状態が自動的にタイムアウトして
削除されます。

RSVPシグナリングを使用しているネットワーク上では、RSVPメッセージが転送中に失われた場
合に信頼性と遅延に関する問題が発生します。RSVPセットアップメッセージが失われると予約
の遅延や失敗につながる場合があり、RSVPリフレッシュメッセージが失われると予約の変更や
予約のタイムアウトに遅延が生じる場合があります。その結果、障害耐性のないアプリケーショ

ンで問題が発生する場合があります。

また、ネットワーク内に大量の予約があり、RSVPリフレッシュメッセージのトラフィックが大
量に発生した場合も信頼性の問題が生じる可能性があります。サマリーリフレッシュメッセージ

を使用すると RSVPリフレッシュトラフィックの量を大幅に削減することができるため、信頼性
が向上します。
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RSVPパケットは、メッセージの種類を示すヘッダー、属性を含むオブジェクトフィールド、
およびコンテンツの解釈方法と操作方法を示すプロパティで構成されています。

（注）

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングで使用さ
れるメッセージのタイプ

RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能（下の図を参照）にはリフレッ
シュの回数を削減する機能があり、次の機能拡張が導入されているため、RSVPシグナリングの
スケーラビリティ、遅延、および信頼性が向上します。

•信頼性の高いメッセージ（MESSAGE_ID、MESSAGE_ID_ACKオブジェクト、および ACK
メッセージ）

•バンドルメッセージ（受信と処理のみ）

•サマリーリフレッシュメッセージ（MESSAGE_ID_LISTおよびMESSAGE_ID_NACKオブ
ジェクト）

図 10：RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング

信頼性の高いメッセージ

信頼性の高いメッセージをサポートする機能拡張を使用すると、MESSAGE_IDオブジェクトと
MESSAGE_ID_ACKオブジェクトで構成される確認応答メカニズムが実装され、ネイバーデバイ
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ス間で確実にメッセージが配信されるようになります。確認応答はACKメッセージを使用して送
信することも、他の RSVPメッセージに付加して送信することもできます。

各 RSVPメッセージにはMESSAGE_IDオブジェクトが 1つ含まれています。MESSAGE_IDオブ
ジェクト内で ACK_Desiredフラグフィールドが設定されて場合は、受信側から送信元に
MESSAGE_ID_ACKオブジェクトが送信されます。

バンドルメッセージ

バンドルメッセージは、単一の RSVPメッセージにグループ分けされたいくつかの標準 RSVP
メッセージで構成されます。

バンドルメッセージには、少なくとも 1つのサブメッセージを含める必要があります。サブメッ
セージには別のバンドルメッセージを除く任意のタイプの RSVPメッセージを使用できます。サ
ブメッセージのタイプには、Path、PathErr、Resv、ResvTear、ResvErr、ResvConf、およびACKが
あります。

バンドルメッセージは、直接、RSVPネイバーに宛先指定されます。バンドルヘッダーは IPヘッ
ダーの直後にあり、間のトランスポートヘッダーはありません。

自身のローカル IPアドレスのいずれにも該当しない宛先が指定されたバンドルメッセージを受信
したデバイスは、そのメッセージを転送します。

バンドルメッセージを受信することはできますが、送信することはできません。（注）

サマリーリフレッシュメッセージ

サマリーリフレッシュメッセージは、条件付き Pathメッセージと Resvメッセージの転送を伴わ
ない RSVP状態のリフレッシュをサポートします。したがって、RSVP状態の同期を維持するた
めに送信して処理する必要がある情報の量が大幅に減少します。

サマリーリフレッシュメッセージは、リフレッシュすべき Path状態と Resv状態を識別する一連
のMESSAGE_IDオブジェクトを伝送します。サマリーリフレッシュメッセージを受信したRSVP
ノードは、受信した各MESSAGE_IDオブジェクトとローカルにインストールされた Pathまたは
Resv状態とを照合します。MESSAGE_IDオブジェクトがローカルの状態と一致する場合は、標
準 RSVPリフレッシュメッセージを受信した場合と同様に状態が更新されます。MESSAGE_ID
オブジェクトがローカルの状態と一致しない場合は、受信側からサマリーリフレッシュメッセー

ジの送信元にMESSAGE_ID_NACKオブジェクトが送信されます。

サマリーリフレッシュメッセージが RSVPセッションの状態のリフレッシュに使用された場合
は、条件付きリフレッシュメッセージの転送が抑制されます。サマリーリフレッシュ機能拡張は

以前にアドバタイズされた状態の変化を含む Pathまたは Resvメッセージには使用できません。
また、サマリーリフレッシュメッセージを使用して更新できるのは、MESSAGE_IDオブジェク
トを含む Pathまたは Resvメッセージで以前にアドバタイズされた状態のみです。
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RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの利点

ネットワーク性能の向上

リフレッシュの削減により、安定状態のネットワークトラフィックの生成量、CPUリソースの使
用量、応答時間が減少するため、ネットワークのパフォーマンスが向上します。

メッセージ配信の改善

MESSAGE_IDおよびMESSAGE_ID_ACKオブジェクトによりメッセージが確実に配信され、ネッ
トワークの問題が発生した場合は迅速な状態リフレッシュが行われます。たとえば、

MESSAGE_ID_ACKオブジェクトはリンクの伝送が失われたことを検出するために使用されます。

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージン
グの設定方法

インターフェイス上での RSVP のイネーブル化

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interface interface number
4. ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single-flow-kbps] [sub-pool [sub-pool-kbps]]
5. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

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。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスタイプを設定し、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。

interface interface number

例：

Router(config)# interface
Ethernet0/0

ステップ 3   

インターフェイス上で RSVPをイネーブルにします。ip rsvp bandwidth [interface-kbps]
[single-flow-kbps] [sub-pool
[sub-pool-kbps]]

ステップ 4   

•オプションの interface-kbps引数と single-flow-kbps引数は、
それぞれ複数のRSVPフローまたは単一のフローによって

例：

Router(config-if)# ip rsvp
bandwidth 7500 7500

割り当てることができる帯域幅を指定します。有効な値

は、1～ 10000000です。

•オプションの sub-poolキーワードと sub-pool-kbps引数は、
サブプールトラフィックとRSVPフローで割り当て可能な
帯域幅を指定します。有効な値は、1～ 10000000です。

RSVPをイネーブルにする各インターフェイスに対し
てこのコマンドを繰り返します。

（注）

（任意）特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Router(config-if)# end

ステップ 5   

RSVP リフレッシュ削減のイネーブル化
RSVPリフレッシュ削減をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. ip rsvp signalling refresh reduction
4. end
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

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。

configureterminal

例：

Device# configure terminal

ステップ 2   

リフレッシュ削減をイネーブルにします。ip rsvp signalling refresh reduction

例：

Device(config)# ip rsvp signalling refresh
reduction

ステップ 3   

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

Device(config)# end

ステップ 4   

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージングの確認
RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能が動作しているかどうかを確認
するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable
2. clear ip rsvp counters [confirm]
3. show ip rsvp
4. show ip rsvp counters [interface interface-unit|summary|neighbor]
5. show ip rsvp interface [interface-type interface-number] [detail]
6. show ip rsvp neighbor [detail]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Device> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

（任意）デバイスで維持されているすべての IP RSVPカウンタ
をクリア（0に設定）します。

clear ip rsvp counters [confirm]

例：

Device# clear ip rsvp counters

ステップ 2   

（任意）RSVPレート制限、リフレッシュ削減、およびネイバー
情報を表示します。

show ip rsvp

例：

Device# show ip rsvp

ステップ 3   

（任意）各インターフェイスで送受信された RSVPメッセージ
の数を表示します。

show ip rsvp counters [interface
interface-unit|summary|neighbor]

例：

Device# show ip rsvp counters
summary

ステップ 4   

•オプションの summaryキーワードは、すべてのインター
フェイス上でデバイスによって送受信された RSVPメッ
セージの累積数を表示します。

（任意）RSVPがイネーブルになっているインターフェイスに
関する情報（現在の割り当て量と使用可能な最大帯域幅を含む）

を表示します。

show ip rsvp interface [interface-type
interface-number] [detail]

例：

Device# show ip rsvp interface
detail

ステップ 5   

•オプションの detailキーワードは、帯域幅およびシグナリ
ングパラメータを表示します。

（任意）IPアドレスを含む RSVPネイバー情報を表示します。show ip rsvp neighbor [detail]

例：

Device# show ip rsvp neighbor
detail

ステップ 6   

•オプションの detailキーワードは、現在の RSVPネイバー
を表示し、そのネイバーが、指定されたインターフェイス

またはすべてのインターフェイスに対して、IP、User
Datagram Protocol（UDP）、または RSVPカプセル化を使
用しているかどうかを識別します。
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RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージン
グの設定例

例：RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング
次の例では、RSVPリフレッシュ削減がイネーブルにされます。

Device# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Device(config)# interface Ethernet1
Device(config-if)# ip rsvp bandwidth 7500 7500
Device(config-if)# exit
Device(config)# ip rsvp signalling refresh reduction
Device(config)# end

次の例では、RSVPリフレッシュ削減がイネーブルになっているかどうかが確認されます。

Device# show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1503 bytes
!
version 12.2
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service internal
!
hostname Device
!
no logging buffered
logging rate-limit console 10 except errors
!
ip subnet-zero
ip cef
!
ip multicast-routing
no ip dhcp-client network-discovery
lcp max-session-starts 0
mpls traffic-eng tunnels
!
!
interface Loopback0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip rsvp bandwidth 1705033 1705033
!
interface Tunnel777
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.195 255.0.0.0
no ip mroute-cache
media-type 10BaseT
!
interface Ethernet1
ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim dense-mode
no ip mroute-cache
media-type 10BaseT
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ip rsvp bandwidth 7500 7500
!
interface Ethernet2
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim dense-mode
no ip mroute-cache
media-type 10BaseT
mpls traffic-eng tunnels
ip rsvp bandwidth 7500 7500
!
interface Ethernet3
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
ip pim dense-mode
media-type 10BaseT
mpls traffic-eng tunnels
!
!
router eigrp 17
network 192.168.0.0
network 192.168.5.0
network 192.168.12.0
network 192.168.30.0
auto-summary
no eigrp log-neighbor-changes
!
ip classless
no ip http server
ip rsvp signalling refresh reduction
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
login
transport input pad v120 telnet rlogin udptn
!
end

その他の参考資料
ここでは、RSVPリフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング機能に関する参考資料を
紹介します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command
Reference』

RSVPコマンド：完全なコマンドの構文、コマ
ンドモード、デフォルト、使用上の注意事項、

および例

「Quality of Service Overview」モジュールシグナリング、分類、輻輳管理を含むQoS機能

MPLS トラフィックエンジニアリングパスの計算および設定コンフィギュレーションガイド
303

RSVP リフレッシュ削減および信頼性の高いメッセージング
その他の参考資料

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


標準

タイトル規格

--なし

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリー
ス、およびフィーチャセットに関するMIBを
探してダウンロードするには、次の URLにあ
る Cisco MIB Locatorを使用します。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

『Resource Reservation Protocol』RFC 2205

『RSVP Management Information Base Using
SMIv2』

RFC 2206

『RSVP--Version 1 Message Processing Rules』RFC 2209

『The Use of RSVP with IETF Integrated Services』RFC 2210

『Specification of the Controlled-Load Network
Element Service』

RFC 2211/2212

『Requirements for Traffic Engineering overMPLS』RFC 2702

『Common Open Policy Service (COPS) Usage for
RSVP』

RFC 2749

『RSVP Extensions for Policy Control』RFC 2750

『SBM Subnet Bandwidth Manager: A Protocol for
RSVP-based Admission Control over IEEE 802-style
Networks』

RFC 2814

『RSVP Refresh Overhead Reduction Extensions』RFC 2961
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タイトルRFC

『Format of the RSVP DCLASS Object』RFC 2996

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。
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