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概要

このドキュメントでは、シスコのハードウェアおよびソフトウェアで実装しているスペース再利
用プロトコル（SRP）とダイナミック パケット トランスポート（DPT）に関するよくある質問
（FAQ）に回答します。

Q. どこで DPT 機能 ガイドを見つけることができますか。

A. DPT 機能 ガイドを見つけるために Spatial Reuse Protocol 機能 ガイドを参照して下さい。

Q. DPT は 802.1q 帯を運ぶことができますか。

A. Cisco 10720 ルータ、Universal Transport Interface（UTI）サポートによって、およびギガビッ
ト スイッチ ルータ（GSR）のトンネルサーバ カードによって、イーサネット帯を奪取でき UTI
に帯をカプセル化します。 処理するためにそれから DPT リング上の、および GSR トンネルサー
バ カードへのカプセル化された帯を運ぶことができます。
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Q. 品質および安定性のための新しい DPT リング セグメントを測定する方法

A. これらの Cisco IOS ® ソフトウェア debug コマンドは一度レイヤ2 （L2）プロトコルをチェッ
クするためにリング始動します使用することができます:

debug srp topology — 5 秒毎に送信 し、リングの各ノードから 5 秒毎に受け取らなければな
りません。

●

debug srp ips —各秒を送信 し、各隣接から各秒を受け取らなければなりません。●

4 つのトラフィックの種類を送信 し、show interface SRP を発行し、これらのカウンターをチェ
ックするために SRP カウンター コマンドを示して下さい:

ユニキャスト 低優先順位 トラフィック（サービス（TOS）のデフォルトタイプ 0 に 5）●

ユニキャスト 高優先順位 トラフィック（デフォルト TOS 6 に 7）。 デフォルト 20mB 比率
振幅制限器を注意して下さい。

●

低優先順位 トラフィック（5）へのデフォルト TOS 0 をマルチキャストして下さい●

高優先順位 トラフィック（デフォルト TOS 6 に 7）をマルチキャストして下さい●

ビットエラー 比率（BER）に関して、この情報は適用します:

show controller コマンドの出力からの B1、B2 および B3 のための BER を読むことができま
す。

●

によって正常な Packet over SONET（PoS） リンクのためにできる同じ方法 B1、B2 および
B3 のためのしきい値を変更できます。

●

非常に長距離がなければ、たとえば 70 から 80 の km または多くリングの BER 数を表示で
きません。

●

BER しきい値のための範囲は良く造られたリングの B1、B2、または B3 エラーを表示でき
ないけれども、-3 から -9 です。

●

仕様 SRP および DPT 機器に関して、SRP および DPT 試験装置を提供する IXIA 参照して下さい
、および Spirent を（Adtech）。 メッセージが交換されるかどうか、ラインカードがこれらの製
品と正常に動作しているかどうか言うことができます。 Spirent （Adtech）システムは操作上リ
ングを模倣するためにメッセージを作成できます（インテリジェント な 保護は切り替える
（IPS）、alives およびトポロジーを保存します）。 両方の製品は OC-48 PoS テスト担当者へソ
フトウェア 拡張機能です。

Q. IP パケットに DPT によって作成されるオーバーヘッドとは何か。

A. SRP オーバーヘッドはベース IP パケットの上の 21 バイト 4 つのバイト フレーム・チェック
・シーケンス（16 バイト オハイオ州の FCS）および 1 つのバイト デリミタです。 データ使用
は制御パケットのために最小です。 IPS、トポロジー、設定によって決まるノード名および使用
のためのパケットがあります。 これは大抵使用である毎秒およそ 2000 のパケットを合計します
。 これらすべてはトラフィックの約 0.05%になる小さいパケット サイズ（40 から 128 バイト
）です。

Q. SRP MAC アカウンティングを設定する方法

A. SRP MAC アカウンティングを設定するためにこれらのコマンドを発行して下さい:

SRP0/0 をインターフェイスさせて下さい●

SRP 数 xxxx.xxxx.xxxx●

結果を表示するためにこの例に示すように show srp source-counters コマンドを発行して下さい:
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srp-router#show srp source-counters

インターフェイス SRP0/0 のための送信元アドレス 情報はこの形式で示されています:

xxxx.xxxx.xxxx、インデックス 1、pkt。 数 10●

Q. 保護されるか、または無防備リングと SONET 上の DPT を実行する利点とは何
か。

SONET 上の DPT のベネフィット

A. SONET 上の DPT の実行の主要な利点は既存の Time Division Multiplexing （TDM） サービス
を維持する間、IP かデータトラフィックを運ぶために最適化されるテクノロジーを使用するとい
うファクトです。 こうすれば TDM インフラストラクチャに統計的な多重化を導入します。 これ
すべては単一ファイバ ペアにあります。

Bidirectional Line Switched Ring （BLSR）または単方向パス スイッチ型リング（UPSR）の
SONET 上の DPT

単方向パス スイッチ型リング（UPSR）上の DPT を実行する場合、唯一の実用的な方法は無防
備 UPSR にこれを実行することです。 のようなデバイスは Cisco ONS 15454（40-DMX）-C
Band-Even Channels Transmission Module この機能を提供しますが、すべてがドロップする マ
ルチプレクサ（ADM）を提供します追加しません。 この場合、失敗の場合には DPT 保護に頼っ
て下さい。 失敗がある場合、DPT 保護は、切り替えるインテリジェント な 保護[IPS]、影響を奪
取 し、ラップされた DPT リングがあります。

Bidirectional Line Switched Ring （BLSR 失敗があれば）上の DPT の場合には、BLSR 保護は作
動し、DPT リングでラップがありません。 これはより多くの帯域幅をいつも意味します。 DPT
保護が DPT ルータと ADM 間の失敗の場合にはあるアクティブになる唯一の時。 BLSRリング上
の無防備 SONET回線を作成できません。 BLSR は共用保護を使用し、各回線がこの保護を使用
すると仮定します。

Q. OC-12 DPT ラインカード（エンジン 1）は SRP-FA のための高および低優先順
位中継および送信キューを設定するためか。

A. OC-12 DPT ラインカードは送信パスで 1 キュー、および中継 パスの 2 つのキューだけ備えて
います。 ただし、リングは単一 送信キューによる単一 キュー基礎を操作します。

（設定されている） SRP 公平性アルゴリズム（FA）はでだけ低優先順位 キュー動作し、決して
高優先順位 キューを操作しません。 OC-12 DPT ラインカードで制限する低またはこんにちは比
率がありません。

さらに、4 ポート OC-12c/STM-4c DPT Internet Service Engine （ISE; インターネット サービス
エンジン） ラインカード、Cisco 12000 および 12400 シリーズはエンジン 3.に基づいています。
このラインカードは高低 SRP キューおよび完全なモジュラ サービス品質（QoS） Command
Line Interface （CLI） （MQC）フルサポートします。 顧客はスライスする優先順位を変更し、
特定のキューにパケットの特定の種類を割り当てられます。 ラインカードはまたトラフィックポ
リシーが帯域幅またはタイプ オブ サービス（ToS）変更のような操作を、割り当てるようにしま
す。



注: Cisco IOS ソフトウェアを参照して下さい: Quality of Service（QoS） QoS に関する詳細につ
いては。

Q. 何ノードを取り扱う DPT リングはことができますか。

A. STM-16 DPT リングに関しては、この情報は適用します:

DPT （rev-A）のより古いフレーム・チェック・シーケンス（FCS）バージョンを使用する場
合 62 のノード リングに制限されます。 これは DPT カードの rev-A および rev-B バージョン
を混合する場合また本当です。

●

新しい制限はノードがすべて新しいバージョン（rev-B）を使用する場合、128 のノード リン
グです。

●

STM-4 DPT リングに関しては、この情報は適用します:

最大 30 のノード●

DPT 模倣およびテクノロジーに関する詳細についてはダイナミック パケット トランスポー
ト テクノロジおよびパフォーマンスを参照して下さい。

●

Q. SRP か DPT は使用するべき適切な用語ですか。

A. Cisco DPT は Cisco SRP MAC アーキテクチャおよびプロトコルに基づいてネットワークの種
類 アーキテクチャ 顧客、構築できますです。 将来顧客は IEEE 802.17 MAC アーキテクチャおよ
びプロトコルに基づいて Resilient Packet Ring （RPR）ネットワーク・アーキテクチャを、構築
できます。 DPT/RPR はマーケットおよび顧客を名前を挙げること使用です。

これらは述べられる用語の定義あります:

RPR — RPR 機能性を提供するテクノロジーおよび製品のカテゴリの名前。●

DPT — Cisco 12000 シリーズ ルータのための OC-48 DPT ラインカードのような RPR 製品
の Cisco 系列用の製品種目名前。

●

SRP — Cisco が開発 した メディアアクセス層 プロトコルの名前および製品の Cisco DPT お
よび RPR 系列で使用される基礎的な技術。 SRP は開いて、自由に利用でき、仕様（RFC
2892） 、IEEE に考察のために迫った 802 標準メディアアクセス層 実装の基礎として入りま
した。

●

IEEE 802.17 — RPR のための迫った標準メディアアクセス層 プロトコル 実装の名前。●

Q. ギガビット スイッチ ルータ（GSR） OC-48 DPT カードは OC-12 にダウング
レードできますか。

A. いいえ、できません。 この機能を制限する 2 つのエリアがあります。 これは DPT スタックで
す:

DPT/SRP RAC ASIC <--> SONET/SDH フレーマ <--> 光カード PHY <--> ファイバ

OC-12 のための Resource Availability Confirmation （RAC） Application-specific integrated
circuit （ASIC）はバージョン 1 Spatial Reuse Protocol （SRP） ASIC です。 OC-48 のため
の RAC ASIC はバージョン 2 SRP ASIC です。 バージョン 1 および 2 間に少数の小さい相
違点があります。 両方とも自身の固定 ASIC クロック レートを実行します。

●

フレーマは両方とも、OC-12 および OC-48 のために、自身の固定フレーマ クロック レート●
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を実行します。 フレーマは 1 インターフェイス行比率をサポートします。

Q. C48/SRP-SR （短到達距離 ラインカード）およびギガビット スイッチ ルータ
（GSR）の OC48/SRP-LR （長距離 ラインカード）を合わせることができますか
。

A. 同じ GSR の SRP と SR および LR OC-48s を混合する場合問題がありません。 これは広くテ
ストされ、制限がありません。 唯一の問題は、SR か LR が別の範囲とラインカードにファイバ
接続されればですファイバ上の LR ラインカードに接続される SR ラインカードのような。 この
場合、ファイバの電力レベルを持って来るために減衰を使用して下さい。

Q. SRP 帯域幅で情報を提供できますか。

A. SONET回線 比率は（OC-48 のために） 2488.32 Mbps です。 オーバーヘッド速い計算は送信
される 27 バイト毎に 1 バイトです。 従って、利用可能なペイロードはおよそ 26/27 または
2488.32 = 2396.16 Mpbs です。

通常一般の計算のために、荒い数学の使用する番号は、2.395 Gbps です。 この数は Path
Overhead （POH）を考慮に入れます）。 これは利用可能な帯域幅 SRP 制御パケットおよびデ
ータパケットを挿入するためにです。

SRP に利用可能な完全な 2.395 が常にあり SRP 制御パケットがほとんど帯域幅をとない間、
（106us 間隔で稼働したですほとんど何も保存しないで下さい）、16 バイト SRP オーバーヘッ
ドのパケットのサイズは IP 帯域幅に大きい違いを生じることができます。 たとえば、40 バイト
IP パケット = 56 バイト SRP パケット = 40/56 * SRP が 2.395 すべて G.を使用するのに 2.395 =
IP トラフィックの 1.71 Gbps。 ただし、1500 バイト IP パケット = 1516 バイト SRP パケット =
1500/1516 * SRP が 2.395 すべて G.を使用するのに 2.395 = IP トラフィックの 2.369 Gbps。

Q. 単一 リング リカバリ（SRR）とは何か。

A. SRR は単一 リングの複数のファイバ失敗に対処します。 SRR プロトコルは 2つ以上の失敗が
同じリングにあるとき DPT が単一 リングを実行するようにします。 SSR プロトコルは 2 つの逆
回転 したリング（内部リング（IR）の 1 つの複数の失敗の場合にフルノード 接続をまたは外リ
ング可能にします（または）維持することを） SRP リングが、他のリングは自由な失敗である
が。 他のいずれの場合も、二重リング失敗のような、SRP リングは（IPS）動作を切り替える標
準 SRP インテリジェント な 保護を維持します。

これらはルールです:

それが単一失敗である場合、IPS を使用して下さい。●

複数の失敗が同じリングにある場合、各ノード 開始 SRR。●

SRR は SRP へ拡張です。 SRR はこれら二つの新しい SRP 制御パケット型が含まれています:

ディスカバリ パケット●

パケットをアナウンスして下さい●

これらは各ルータがリングの失敗について学ぶことができるように可能にします。 ディスカバリ
パケットは 10 秒毎にすべてのリング ノードで有効に されたとき送信されます。 リング ノード
がローカル失敗を検知する場合、ノードは両方のリングのディスカバリ パケットを起動させます
。 各リング 通過 ノードは自身の故障情報のパケットをアップデートします。 トポロジディスカ
バリパケットが戻るとき各リングの失敗の数を示す発信元はアナウンス パケットを起動させます



。

注:  トポロジーパケットは MAC アドレス 0000.0000.0000 への送信 された ポイントツーポイン
トです。

また、SRP 公平性アルゴリズムは単一 リングが使用されるときはたらきません。 各ノードの帯
域幅はハードに制限され、ノードごとの帯域幅制限は OC-12/STM-4 との 100M および OC-
48/STM-16 との 400M です。 SRR はソフトウェア リリース 実装で、デフォルトで有効に なり
ません。 提示 SRP srr Command レポート SRR 機能のステータス。 詳細については単一 リング
リカバリ プロトコルを参照して下さい。

Q. 1310nm レーザー場合が 1550 nm レーザーによって信号を送るために相互接続
する仕組み

A. 1550 nm レーザー場合は、1550 nm インターフェイスで、受け取られるか、または 1310 nm
インターフェイスのダイオードによって検出することができます。 1310 nm レーザー場合は、
1310 nm インターフェイスで、受け取られるか、または 1550 nm インターフェイスのダイオー
ドによって検出することができます。

この理由はすべてのオプティカル ルータ インターフェイスが、DPT および Packet over
SONET（PoS）、インターフェイス（ワイドバンド ダイオード）のレシーブ（Rx）部品を使用
することです。 これはダイオードが 1310 の nm または 1550 の nm レーザー場合を受け取るこ
とができることを意味します。

一般に、STM-16 長距離ダークファイバ設計のためにこのセクションでルールをようにガイドラ
イン使用できます。 この例は長い範囲 2 （LR2）インターフェイスに基づいています。 しかし、
同じようなルールは長い範囲を 1 つの（LR1）インターフェイスを加えます。 分散は 40 の km
ファイバにおいての問題のより少しです。 LR1 インターフェイスと使用される 1310 nm のファ
イバ 減衰はより高いです。

これは STM-16 LR2 の例です。

長距離ダークファイバ設計で重要の 2 つのパラメータがあります:

オプティカル電源●

分散●

損失（1550 nm の dB/km）および分散（ps/nm/km）に関するファイバ メディア仕様はこれらの
距離で重要です。

余りにも多くまたは不十分な拡大および分散制限 生成する リングは信号劣化状態による条件をラ
ップします。 これは show controllers srp コマンドからの出力で示されます。 これは通常不適当
なオプティカル電力レベルか高い分散レベルが原因です。 これらは非常に長いネットワーク スパ
ンの 2 つの重要なパラメータです。 余りに高くまたは余りにも低い電力により、エッジ値状態と
また、多くのビットエラーを引き起こすにはできます。

同じような仕様を含む G.652 および G.653、またはファイバは、2 つの広く使われたファイバ型
です。 規則的な G.652 シングルモード光ファイバ（SMF）はゼロ分散およそ 1310 nm のために
最適化されます。 これは 1550 nm 伝達のために最適、LR2 インターフェイスと使用されてでは
ないです。 従って、G.653 DS は 1550 nm のゼロ分散と開発されました。

よくあるファイバ損失例は 1550 nm に 0.2 から 0.4 dB/km です。 ダークファイバのための約
0.30 dB/km は中流階級品質 ファイバです。 これにはスパンかセグメント相互接続損失が含まれ
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ていません。

LR2 PHY は is is が国際電気通信連合（ITU）よりより少しオプティカル パス低下の統治を委任
したことを確認するためにテストされます。 LR2 光カードのベンダー 仕様は総分散の 1800
ps/nm に特徴付けられます。 一例として、最大スパンは 18 ps/nm/km ファイバの場合には分散許
容範囲の制限に 100 つの km、である場合もあります。

これらは SMF LR2 インターフェイスのための仕様です:

オペレーティング波長 1550 nm●

送信 電力 3 dBm （最大値） -2 dBm （最小値）●

受信感度 -9 dBm （最大値） -28 dBm （最小値）●

推奨される距離 80 の km●

電力バジェット 26 dB●

より悪いケースのシナリオのために計算する必要があります。 これは光カードのコネクタの 損失
、スプライス、老化すること、ファイバの老化すること、および dB 合計の 3 から 4 である可能
性があるパッチ・コードを含むことができます。 そのようなケーブルは通常セグメントで置かれ
、相互接続はまた予算のいくつかをとます。

最大スパンは 0,3 dB の km 毎に 26 dB およびファイバ 減衰の電力バジェットとのおよそ 86 の
km です。 たとえば、23 dB 電源アベイラビリティ（26 - 3 = 23）の場合には、最大スパンは電源
許容範囲の制限に 76 の km である場合もあります。

最大スパンは 0,25 dB の km 毎に 26 dB およびファイバ 減衰の電力バジェットとのおよそ 104 の
km です。 一例として、23 dB 電源アベイラビリティ（26 - 3 = 23）の場合には、最大スパンは電
源許容範囲の制限に 92 の km であるかもしれません。

両方の例はある特定の差分がある、ファイバ メディア仕様および追加損失関係ことを示し。 LR2
80 の km によって推奨される距離はちょうど SAVE 値です。 オプティカル ネットワーキングの
これらの固定数を決して、一般に使用しません。 これは含まれる余りにも多くの可変オプティカ
ル パラメータがあるという理由によります。

実質損失測定単位、かファイバ メディア ベンダー仕様は、要件暗いファイバー ベース DPT およ
び Resilient Packet Ring （RPR） ネットワークを設計するためにです。

スパンが 80 以上の km なら、15104 は 3-R 再生器として考慮することができます。 15104 にリ
ンクごとの 26 dB 電力バジェットとの LR 光カードだけあります（東か西）。 必要ならば、オプ
ティカル電源はオプティカル 減衰器によって調整することができます。 15104 は、3-R 機能と、
パスで集まる分散を補正します。 同じようなコンセプトは STM-16 LR1 設計に適用します。

これらは SMF LR1 インターフェイスのための仕様です:

オペレーティング波長 1310 nm●

送信 電力 +2 dBm （最大値。） -3 dBm （最少）●

レシーブ電源 -8 dBm （最大値。） -28 dBm （最少）●

推奨される距離 40 の km●

電力バジェット 25 dB●

注: すべての DPT および RPR インターフェイス使用 SMF。 Multi-Mode Fiber （MMF）は 50 か
62.5 ミクロンのコアとの 850 nm であり。 SMF は 1310 nm および 8 ミクロンのコアとの 1550
nm です。



Q. DPT 保護切り替えがはたらく仕組み

A. DPT/Resilient パケット リング（RPR）保護切り替えは SONET か同期デジタル階層
（SDH）のそれと同じような概念を使用します。 保護切り替えは sub-50 ミリ秒切り替えのウィ
ンドウにあります。 しかし、これは SONET または SDH 検出パラメータ使用しません。

単一 リング トポロジーに失敗の発生時にこの 3 つのステップがあります:

10 ミリ秒検出および sub-50 ミリ秒リストア（リング ラップ）1.
（最適経路のための IPS）トポロジアップデートおよびディストリビューションを切り替え
るインテリジェント な 保護

2.

ルートテーブル アップデート3.
最初の 2 つのステップは非常にファースト、レイヤ2 （L2）に（SRP、Resource Availability
Confirmation （RAC）、Application-specific integrated circuit （ASIC）およびフレーマ）属しま
す。 最後のステップはレイヤ3 （L3）に、トポロジーの変更に注意する最少です。 ほとんどセグ
メント障害による単一 リング トポロジーの変更を誘発しますルートテーブル アップデートをし
ません。 これはレイヤ3 操作が余りに遅い、ほとんどの単一 リングは単一のサブネットを使用し
ますという理由により。 そのようなリングにルーティングがありません。 決して SRP および内
部ゲートウェイ プロトコル（IGP）または外部ゲートウェイ プロトコル（EGP）間に競合状態が
ありません。

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS） Fast ReRoute （FRR）はステップ 1.で述べら
れるそれに同じような概念を使用します。 それが非常に大規模なネットワークである場合、ダー
クファイバおよびカスケードされた 3-R 再生器が付いている、または高密度波長分割多重
（DWDM）上のオーバーレイとして長距離 DPT/RPR のような、IPS トポロジアップデートとの
ステップ 2 および最適経路のためのディストリビューションは、余分時間を奪取 します。 IGP
または EGP 間に相互対話または通信、と SRP リンクはインターフェイスに障害検出ありません
。 異なる層は透過的であり、そのような通信は各セグメントでエンドツーエンド各々の特定の層
のためです。 典型的なリストア値はずっとより少しにより 50 ミリ秒あり、ラボ環境（短いスパ
ン）の 5 から 10 ミリ秒の範囲にあります。 フィールドではこれは異なる、まだより少しにより
50 ミリ秒である可能性があります。

レイヤ1 （L1）、レイヤ2 およびレイヤ3 間に透過性がノードの場合には障害検出メカニズム、
セグメント、またはトポロジー失敗のようなあれば、より高い層はわかっていません常に。 レイ
ヤ1 がリカバリをすぐに処理する場合、スパニングツリープロトコル（STP）のようなレイヤ2
メカニズム、または IGP または EGP のようなレイヤ3 メカニズムはリストアをしませんし、再
収束しません。 しかし、いくつかの稀な場合は DPT および RPR オーバーレイおよび Packet
over SONET（PoS）オーバーレイによってあります。

Q. DPT パススルーとは何か。

A. インターフェイスはこれら二つの状態の下で SRP パススルーで入ることができます:

shutdown コマンドで admin 状態にインターフェイスを置いたら。●

MAC および Resource Availability Confirmation （RAC）ウオッチドッグは切れます。 インタ
ーフェイスは状態にダウン状態になり、RAC および MAC はパススルーに置かれます。

●

SRP シャットダウン[a|b]コマンドは SRP IPS 要求 Forced Switch [a と同等です|b]コマンドは
SRP パススルー モードと、関連していないし。

これはコンフィギュレーション例です:



Router-yb(config-if)#srp shutdown b

router-yb#show run int srp 1/1

interface SRP1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

srp ips request forced-switch b

end

Q. ホット スタンバイ ルーティング プロトコル（HSRP）は Dynamic Packet
Transport （DPT）でサポートされますか。

A. HSRP は SRP でサポートされません。 ギガビット スイッチ ルータ（GSR）でされたように
SRP を設定するために C10720 で無効に なった使用するが、これは検知 しません Command
Line Interface （CLI） コマンド。 SRP は各ノードは単一 MAC アドレスがあるように要求します
。 しかし、HSRP と、この想定に反する単一ノードに多重 MAC アドレスを割り当てることがで
きます。 これはある特定の設定ではたらくことができますがこれは安定 した 設定ではないです
。
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