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概要

この資料に ISIS リモート ループ フリー代替（LFA）機能でマルチプロトコル ラベル スイッチン
グ（MPLS） レイヤ3 VPN を設定する方法を記述されています。 それはよりよく理解するために
ネットワーク例 シナリオおよび設定および出力示します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。 ただし、MPLS の基本的な知識および ISIS
プロトコルの実際上の知識は確定的に助けます。



使用するコンポーネント

このドキュメントは、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。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始して
います。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく
必要があります。

背景説明

ISIS は ISP を渡って広く世界的に展開され、MPLS レイヤ3 VPN は ISP によって提供されるも
っとも一般的な ソリューションです。 ISP コア インフラストラクチャの中でリンク障害は直接
パフォーマンスに影響を与えます、従って計測秒統合は大変望ましいです。 MPLS トンネル Link
Protection のような機能および Node Protection はこれらの問題を解決しますが、マニュアル設定
を必要とします。

ISIS リモート LFA はある特定のエリアのために、すべての ISIS ルータ同一のリンク状態データ
ベースがある概念を活用 します。 ルータ A がルータ B が宛先 X.のためにそれとしてルータ A を
ネクスト ホップ使用しなければルータ B、必要があればルータ A で宛先 X にバックアップパス
を、選択するバックアップ ネクスト ホップとしてルータ B を選択できます。 これはすべてのル
ータとして持っています同一のデータベースをすることができます。 これは LFA 機能のための
基本的な考えです。 この場合このバックアップパスは Cisco Express Forwarding （CEF） エン
トリで直接プライマリ ルートが失敗すればプログラムされ、直ちに使用されます。 それからルー
ティング プロトコルは従来のタイマーによってコンバージすることができます。

ISIS リモート LFA

リモート LFA 作業が、このダイアグラムをどのように考察するかよりよく理解するため:

?

  



パス A を選択するトラフィックフロー ルータから A から F--C--F. ルータ A と C 間のリンクがダ
ウン状態になれば。 ルータ A は F にそれからすぐにルータ B に、向かうパケットを送信できま
すがこれは問題を解決しません。 および ISIS トポロジー降りるリンクがちょうど変更に気づい
ていないので。 パケットがルータ B で着く場合、ルータ B にまだ古いルーティング情報があり
、まだためにポイント トポロジーがコンバージするまでパケットが B と A の間でループする A.
Hence によって F にルーティングするべきエントリを持って下さい。

この問題を解決するために、F.に行くためにルータ A でルータ A. Router D 決して使用されたパ
スからのルータ D にパケットをトンネル伝送しないで下さい。 この場合ルータ A および C 間の
リンクが失敗する、統合のない immediatey はトンネルによってルータ D にルータ F に向かうト
ラフィック 送信 されます。 この場合ルータ D は正常なルーティング ロジックによってルータ F
に向かうルータ A からトンネル伝送されたトラフィックを得るときトポロジーのそのよう変更に
気づいていないですそれ転送しますパケットを。 つまりトラフィックフローは変化しなく残り、
その間トポロジーは再収束できます。

  

設定

ネットワーク図

リモート LFA が付いている MPLS レイヤ3 VPN のためのトポロジー:

略語

CE = Customer Edge Router（カスタマー エッジ ルータ）

PE = プロバイダ Edger ルータ

P=Provider Router（プロバイダー ルータ）

使用されるループバックが 192.168.255.X、X ルータ数である。 たとえば R1 が検討中なら、そ
してループバックは 192.168.255.1 です。

?



設定

CPE-1-R8

デフォルト ルートの使用の #Basic CE 設定:

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.18.8 255.255.255.0

!

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.18.1

!

!

CPE-2-R8

デフォルト ルートの使用の #Basic CE 設定。

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.79.9 255.255.255.0

!

!

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.79.7

!

!

PE-1-R1

# PE 設定 

interface Loopback1

ip address 192.168.255.1 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

interface Ethernet0/0

vrf forwarding A

ip address 192.168.18.1 255.255.255.0

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0001.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

mpls ldp autoconfig level-2

!



# PE-2-R7 の BGP Vpnv4 ピアリング

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

no bgp default ipv4-unicast

neighbor 192.168.255.7 remote-as 65000

neighbor 192.168.255.7 update-source Loopback1

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family vpnv4

neighbor 192.168.255.7 activate

neighbor 192.168.255.7 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf A

redistribute connected

exit-address-family

!

P1-R2

# P 設定

interface Loopback1

ip address 192.168.255.2 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.23.2 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/2

ip address 192.168.26.2 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0002.00

is-type level-2-only

metric-style wide



fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

!

P2-R3

# P 設定

interface Loopback1

ip address 192.168.255.3 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.23.3 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.34.3 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0003.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

!

P3-R4

# P 設定

interface Loopback1

ip address 192.168.255.4 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.34.4 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.45.4 255.255.255.0

ip router isis TAC



mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0004.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

P4-R5

# P 設定

interface Loopback1

ip address 192.168.255.5 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.45.5 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.56.5 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0005.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

P5-R6

# P 設定  

interface Loopback1

ip address 192.168.255.6 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.56.6 255.255.255.0



ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

ip address 192.168.26.6 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/2

ip address 192.168.67.6 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

 router isis TAC

net 49.0000.0000.0006.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

!

PE-2-R7

# PE 設定  

interface Loopback1

ip address 192.168.255.7 255.255.255.255

ip router isis TAC

!

# ISIS インターフェイスはポイントツーポイントである必要があります

interface Ethernet0/0

ip address 192.168.67.7 255.255.255.0

ip router isis TAC

mpls ip

isis circuit-type level-2-only

isis network point-to-point

!

interface Ethernet0/1

vrf forwarding A

ip address 192.168.79.7 255.255.255.0

!

!

# ISIS リモート LFA を設定します

router isis TAC

net 49.0000.0000.0007.00

is-type level-2-only

metric-style wide

fast-reroute per-prefix level-2 all

fast-reroute remote-lfa level-2 mpls-ldp

!



!

# PE-1-R1 の BGP Vpnv4 ピアリング

router bgp 65000

bgp log-neighbor-changes

no bgp default ipv4-unicast

neighbor 192.168.255.1 remote-as 65000

neighbor 192.168.255.1 update-source Loopback1

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family vpnv4

neighbor 192.168.255.1 activate

neighbor 192.168.255.1 send-community both

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf A

redistribute connected

exit-address-family

!

検証

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

P1-R2

コマンドは IS-IS が Fast ReRoute リモート lfa トンネル ルータで構築されるリモート LFA トン
ネルを表示することを示します:

P1-R2#show isis fast-reroute remote-lfa tunnels

Tag TAC - Fast-Reroute Remote-LFA Tunnels:MPLS-Remote-Lfa1: use Et0/2, nexthop 192.168.26.6, end

point 192.168.255.5

MPLS-Remote-Lfa2: use Et0/1, nexthop 192.168.23.3, end point 192.168.255.4

P2-R3

P2-R3#show isis fast-reroute remote-lfa tunnels

Tag TAC - Fast-Reroute Remote-LFA Tunnels:MPLS-Remote-Lfa1: use Et0/1, nexthop 192.168.34.4, end

point 192.168.255.5

MPLS-Remote-Lfa2: use Et0/0, nexthop 192.168.23.2, end point 192.168.255.6

P3-R4

P3-R4#show isis fast-reroute remote-lfa tunnels

Tag TAC - Fast-Reroute Remote-LFA Tunnels:MPLS-Remote-Lfa1: use Et0/1, nexthop 192.168.45.5, end

point 192.168.255.6

MPLS-Remote-Lfa2: use Et0/0, nexthop 192.168.34.3, end point 192.168.255.2

P4-R5

  

P4-R5#show isis fast-reroute remote-lfa tunnels

Tag TAC - Fast-Reroute Remote-LFA Tunnels:MPLS-Remote-Lfa1: use Et0/0, nexthop 192.168.45.4, end

point 192.168.255.3

MPLS-Remote-Lfa2: use Et0/1, nexthop 192.168.56.6, end point 192.168.255.2

P5-R6



P5-R6#show isis fast-reroute remote-lfa tunnels

Tag TAC - Fast-Reroute Remote-LFA Tunnels:MPLS-Remote-Lfa1: use Et0/0, nexthop 192.168.56.5, end

point 192.168.255.4

MPLS-Remote-Lfa2: use Et0/1, nexthop 192.168.26.2, end point 192.168.255.3

  

LFA が設定される場合のコア シナリオの失敗、コアのトラフィ
ックフロー。

リンク障害を誘導する前に既に RLFA によるバックアップパスとして P-1-R2 と P-5-R4 の間で形
成される目標とされた LDP セッションがあることを P-1-R2 でチェックすれば、見ます。 RLFA
なしでルーティング プロトコルは再収束する失敗および必要を検出するなりません。

P-1-R2#show ip route repair-paths 192.168.255.7 Routing entry for 192.168.255.7/32  Known via

"isis", distance 115, metric 30, type level-c  Redistributing via isis TAC  Last update from

192.168.26.6 on Ethernet0/2, 02:23:31 ago  Routing Descriptor Blocks:  * 192.168.26.6, from

192.168.255.7, 02:23:31 ago, via Ethernet0/2      Route metric is 30, traffic share count is 1 

    Repair Path: 192.168.255.4, via MPLS-Remote-Lfa6    [RPR]192.168.255.4, from 192.168.255.7,

02:23:31 ago, via MPLS-Remote-Lfa6      Route metric is 20, traffic share count is 1 P-1-R2#show
mpls ldp neighbor 192.168.255.4    Peer LDP Ident: 192.168.255.4:0; Local LDP Ident

192.168.255.2:0        TCP connection: 192.168.255.4.32391 - 192.168.255.2.646        State:

Oper; Msgs sent/rcvd: 184/183; Downstream        Up time: 02:26:09        LDP discovery

sources:          Targeted Hello 192.168.255.2 -> 192.168.255.4, active, passive       

Addresses bound to peer LDP Ident:          192.168.255.4   192.168.34.4    192.168.45.4     

それはルーティング テーブルの PE2-R7 への修理 パスが 192.168.255.4 （P3-R4）によってある
ことここに観察することができます。 リモート LFA ロジックの一部分が P3-R4 へトンネル
prebuilt であるので。 それ故に、プライマリ リンクが失敗する時はいつでも、すぐにパケットは
P3-R4 にトンネル伝送され、エントリが事前につくられって いるのでこれはラインカード レベ
ルで起こります。 そうトラフィックの中断がないし、フォワーディングはシームレスです。 ISIS
プロトコルはそれに基づいて設定しましたタイマーをそれからコンバージすることができます。

P1-R2 ルータは CEFエントリによって形成される IE が失敗以前 P2-R3 によって既にあるのでバ
ックアップパスを探す必要はありません。

P1-R2#show ip cef 192.168.255.7

nexthop 192.168.26.6 Ethernet0/2 label [25|26]

repair: attached-nexthop 192.168.255.4 MPLS-Remote-Lfa6

このダイアグラム demostrates 以前に説明される正確な動作:



?

  

P1-R2

確認に関しては、連続 ping は CE-1-R8 から CE-2-R9 へのテスト環境で P1-R2 と P5-R6 間のコ
ア リンク（Eth 0/2）のシャットダウンによって障害シナリオを作り直した後、単一 ドロップす
る観察されます行われます。

CE-1-R8#ping 192.168.79.9

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.79.9, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<Ouput

Snipped>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

 Success rate is 100 percent (149320/149320), round-trip min/avg/max = 1/1/18 ms

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。
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