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概要

このドキュメントでは、同期クロッキングおよび相手先固定接続（PVC）を使用した非構造化回
線エミュレーション サービス（CES）の設定例を紹介します。 非構造化サービスとは、PVC が
すべての T1/E1 帯域幅を使用することを意味します。ATM スイッチでは T1/E1 の内部までは確
認されず、単に受信ポートから宛先ポートへのクロッキングでビット ストリームが再作成される
だけです。同期サービスは、それぞれの側で同期クロックが使用可能であるという前提に基づき
ます。そのため、ATM セルではクロッキング情報が転送されません。そのため、ネットワーク全
体にクロック ソースを伝播させる必要があります。CES サービスの詳細については、『回線エ
ミュレーション サービスの概要』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

表記法



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

背景説明

前提条件

このドキュメント内のサンプル設定は、次の前提条件に基づくものです。

この例では、同期クロッキングを使用しています。●

PBX1は、ATMネットワークにクロックソース(プライマリリファレンスソース(PRS))を提供
します。下図をご覧ください。

●

PBX2はPBX1と同じクロックからクロック供給されます（サービスプロバイダーから）。注
：これらのクロックは精度が同じであり、位相が合っている必要があります。

●

両方の PBX でのフレーミング形式は、拡張スーパーフレーム（ESF）です。 LS1010 ではこ
れがデフォルトなので、明示的に設定される必要はありません。ただし、この例ではデモの
ために設定します。

●

両方の PBX での回線コードは Binary 8-zero Substitution（B8ZS）です。 LS1010 ではこれ
がデフォルトなので、明示的に設定される必要はありません。ただし、この例ではデモのた
めに設定します。

●

PVC 0/100は、8540-MSRとLS1010の間で使用されます。●

CES PAM では、PBX と ATM スイッチ間の隔たりは 110 フィート未満です。この長さはデ
フォルトの line build-out（lbo）なので、これを明示的に設定する必要はありません。ただし
、この例ではデモのために設定します。

●

LS1010にはFC-PFQが搭載され、8540MSRにはRPストラタム3クロックが搭載されています
。適切なクロッキング回復を確保するには、これらのカードが必要です。

●

回線が定義されると、ATM 擬似インターフェイス（ATM-Px/y/z）が作成されます。詳細は、
この関連ドキュメントを参照してください。

●

設定

ここでは、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使
用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps718/products_configuration_guide_chapter09186a00800f0a2b.html


構成

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

8540-MSR の設定

8540-MSR

8540-MSR#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname 8540-MSR

!

network-clock-select 1 cbr3/1/0

!

boot system flash bootflash:cat8540m-wp-mz.120-

1a.W5.7.bin

logging buffered 4096 debugging

!

redundancy

main-cpu

no sync config startup

sync config running

facility-alarm core-temperature major 53

facility-alarm core-temperature minor 45

ip subnet-zero

atm address

47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM3/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM3/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface CBR3/1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm3/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esf

ces dsx1 lbo 0_110

!



interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0

no ip directed-broadcast

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

LS1010-A の設定

LS1010-A

ls1010#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 11.3

no service pad

service time

stamps debug date

time msec

service time

stamps log date

time mse

cno service password-encryption

service internal

!

hostname ls1010

!

network-clock-select 1 CBR12/1/0

!

atm address

47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.0090.92b8.6401.00

atm router pnnino aes

a embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowestre

distribute atm-static

!

!

no ip address

!

interface CBR12/1/0

no ip address

ces circuit 0 circuit-name example

ces pvc 0 interface atm12/0/0 vpi 0 vci 100

ces dsx1 linecode b8zs

ces dsx1 framing esfces dsx1 lbo 0_110

!

interface CBR12/1/1no ip address

!

interface CBR12/1/2



no ip address

!

interface CBR12/1/3

no ip address

!

interface ATM13/0/0

no ip address

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet13/0/0

ip classless

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

検証

いくつかの show コマンドが、アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）でサポー
トされています。このツールを使用すると、show コマンドの出力を分析できます。

CES回線が両側でアップしていることを確認するには、show ces interfaceコマンドを使用します
。以下のサンプル出力を参照してください。

ls1010#show ces interface cbr 12/1/0

Interface: CBR12/1/0 Port-type:T1-DCU

IF Status: UP Admin Status: UP

Channels in use on this port: 1-24

LineType: ESF LineCoding: B8ZS LoopConfig: NoLoop

SignalMode: NoSignalling XmtClockSrc: network-derived

DataFormat: UnStructured AAL1 Clocking Mode: Synchronous LineLength: 0_110

LineState: NoAlarm

Errors in the Current Interval:

 PCVs 514 LCVs 2 ESs 0 SESs 1 SEFSs 0

 UASs 0 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Errors in the last 24Hrs:

 PCVs 2057 LCVs 10 ESs 0 SESs 4 SEFSs 0

 UASs 19 CSSs 0 LESs 0 BESs 0 DMs 0

Input Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

Output Counters: 1054405 cells, 49557035 bytes

show atm vcコマンドを使用して、2つのATMスイッチ間でPVCが確立されるようにします。以下
のサンプル出力を参照してください。

8540-MSR#show atm vc int ATM-P3/1/3

Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P3/1/3    0    16 SoftVC      ATM3/0/0       0     100             UP

LS1010#show atm vc int ATM-P12/1/3

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
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Interface   VPI   VCI   Type   X-Interface   X-VPI   X-VCI   Encap Status

ATM-P12/1/3   0    16 SoftVC     ATM12/0/0       0     100             UP

クロッキングのずれがないことを確認するには、show ces circuit cbr x/y/z 0コマンドを使用し、
アンダーフローまたはオーバーフローが増加しているかどうかを確認します。このコマンドは、
必ず 8540-MSR 側でも使用するようにしてください。以下のサンプル出力を参照してください。

ls1010#show ces circuit cbr 12/1/0 0

Circuit: Name sil, Circuit-state ADMIN_UP / Interface CBR12/1/0,

Circuit_id 0, Port-Type T1, Port-State UP

Port Clocking network-derived, aal1 Clocking Method CESIWF_AAL1_CLOCK_SYNC

Channel in use on this port: 1-24

Channels used by this circuit: 1-24

Cell-Rate: 4107, Bit-Rate 1544000

cas OFF, cell_header 0x100 (vci = 16)

Configured CDV 2000 usecs, Measured CDV 373 usecs

De-jitter: UnderFlow 1, OverFlow 0

ErrTolerance 8, idleCircuitdetect OFF, onHookIdleCode 0x0

state: VcActive, maxQueueDepth 823, startDequeueDepth 435

Partial Fill: 47, Structured Data Transfer 0

Active SoftVC

Src: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.92b8.6401.4000.0c86.1030.10 vpi 0, vci 16

Dst: atm addr 47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.4000.0c81.9030.10

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

回線エミュレーション サービスの概要●

ATM スイッチ ルータのコマンド リファレンス●

ATM テクノロジーに関するサポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems●
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