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概要

この資料は遅延測定単位のためのビット（S ビット）の同期のアクティブな測定単位プロトコル
および使用を記述したものです。 それは IOS XR プラットフォームで S ビットの supportabilty
記述します。

   

前提条件

要件

Cisco では、次の項目について基本的な知識があることを推奨しています。

一方向アクティブな測定単位プロトコル（OWAMP）●

双方向アクティブな測定単位プロトコル（TWAMP）●

Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ（ASR9000）●

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報は基づいた on Cisco ASR9000 デバイス- IOS XR 5.3.4 リリース
です。

本書の情報は、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、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

問題： TWAMP S ビットは間違って設定されます



2 つの TWAMP サポートされたデバイス間の単方向および往復のパフォーマンスを測定するのに
TWAMP を使用できます。 IOS XR 5.3.4 で動作するサード パーティのプローブと
CRS/ASR9000 デバイス間の TWAMP ベースのサービス レベル協定（IP SLA）を Internet
Protocol（IP）テストする時、TWAMP サーバセット偽への S ビット。 従って、一方向遅延はプ
ローブ デバイスによって計算されません。

TWAMP 基本

RFC4656 で規定 される一方向アクティブな測定プロトコル（OWAMP）はネットワーク デバイ
ス間の一方向メトリックを測定するためによくあるプロトコルを提供します。 OWAMP が 2 つの
ネットワーク要素間の両方向の一方向メトリックを測定するのに双方向に使用することができま
す。 ただし、それはラウンド トリップか双方向測定単位を取り扱いません。

RFC5357 に説明がある双方向アクティブな測定プロトコル（TWAMP）は標準および非常に効果
的なパフォーマンス モニタ プロセスです IP によって基づくネットワークのためのラウンド トリ
ップおよび双方向メトリックの性能測定の付加との RFC-4656 で定義される一方向アクティブな
測定プロトコル（OWAMP）仕様から発展させる。 TWAMP は正確に 2 つの TWAMP サポートさ
れたエンドポイント間の単方向および往復のパフォーマンスを測定するベンダー不可知論的な方
式です。

RFC4656 （一方向アクティブな測定プロトコル タイムスタンプを生成する当事者にクロックが
ある場合）によって、最初のビット S は設定 する必要があります外部ソースによる UTC に同期
される。 

たとえば、S ビットは設定 する必要があります:

Global Positioning System （GPS） ハードウェアが現在位置および時間を得たことを示すの
に使用されています。

●

ネットワーク タイム プロトコル（NTP）が層が 0 出典含まれている外部ソースに、等同期さ
れることを）示すのに使用されています。

●

時刻源のための外部同期の概念が、S ビット 設定 するべきではありませんありません。●

The Error Estimate specifies the estimate of the error and

   synchronization.  It has the following format:

         0                   1

         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

        |S|Z|   Scale   |   Multiplier  |

        +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

TWAMP エンティティ:

TWAMP システムは 4 つの論理構成体で構成されています:
   •    サーバ- 1つ以上の TWAMP セッションを管理し、またエンド ポイントのセッションごとの
ポートを設定します
   •    セッション リフレクタ- TWAMP テストパケットを受信するとすぐ測定単位パケットを反映
します
   •    コントロールのクライアント- TWAMP テスト セッションの開始するおよび停止を始めます
   •    セッション送信側-セッション リフレクタに送信される TWAMP テストパケットをインスタ
ンス化 します



TWAMP プロトコル:

TWAMP プロトコルは 3 つの個別のメッセージ交換カテゴリーが下記のものを含んでいます含ま
れています:

接続設定交換●

メッセージはコントロールのクライアントとサーバ間のセッション接続を確立します。 最初に伝
えられた同位の識別はユーザ確認のための質問 への応答 メカニズムで確立されます。 サーバは
コントロールのクライアントが共用シークレットから得られるキーを使用してチャレンジの暗号
化によってそして応答を返すランダムに生成されたチャレンジを送信 します。 識別が確立されれ
ば、次のステップはそれに続く TWAMP コントロール コマンド、また TWAMP テスト ストリー
ム パケットのために binded セキュリティモードをネゴシエートします。

注: サーバは複数の制御クライアントからの Connection 要求を受け入れることができます
。

TWAMP コントロール交換●

TWAMP コントロール プロトコルは TCP を実行し、測定単位セッションをインスタンス化 し、
制御するのに使用されています。 コマンドのシーケンスは次の通りです、しかし、接続設定交換
は同じでない、TWAMP コントロール コマンド複数回送信 することができます。 ただし、メッ
セージは複数の要求セッション コマンドが前にセッション開始する コマンド 送信 することがで
きるが順序が狂って表示される場合がありません。
   ◦要求セッション
   ◦開始するセッション
   ◦停止セッション

TWAMP テスト ストリーム交換●

TWAMP テストは UDP を実行し、セッション送信側とセッション リフレクタ間の TWAMP テス
ト パケットを交換します。 これらのパケットはパケット出力および入力の瞬間が含まれているタ
イムスタンプ フィールドが含まれています。 さらに、各パケットは外部時刻源の送信側の同期傾
斜を（セッション送信側かセッション リフレクタ）示すエラー推定が含まれています（e.g.GPS
か NTP）。 パケットはまたシーケンス番号が含まれています。

TWAMP コントロールはおよび TWAMP テストは 3 つのセキュリティモードが流しましたり、あ
ります: 非認証、認証される、および暗号化される。

トラブルシューティング

いくつかのプラットフォームはハードウェア タイムスタンプを提供するある特定の設定か配備に
頼るかもしれません。 特に、Cisco ASR9000 シリーズ ルータはクロック ソースとして精密タイ
ムプロトコル（PTP）同期を必要とします。 このソリューションはすべてのユーザー シナリオで
利用可能ではないかもしれません。 時間押すことの他のもとの使用を許可するため（で
RouteProcessor （RP 動作する）デーモン）による NTP クロック ソース、 ipsla hw タイムスタ
ンプ無効の新しい設定は他のプラットフォーム依存した層提供されるタイムスタンプ値を無視し
、プラットフォーム依存しないタイムスタンプに戻るために導入されます。

NTP クロック同期化が有効に なり、アクティブになる場合、ハードウェア タイムスタンプを無



効に する IP SLA 設定で hw タイムスタンプ disable コマンドを使用して下さい。

  
  

  ipsla

    hw-timestamp disable

    responder

      twamp

       timeout 100

      !

    !

    server twamp

      timer inactivity 100

Cisco ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータに関するリリース ノートは、リリ
ース 6.0.1 新しい TWAMP 正確さ拡張 機能を導入します。

TWAMP 正確さ拡張は TWAMP 測定単位のマイクロ秒 細かさを提供します。 この機能拡張は入
力および出力タイムスタンプの収集がネットワークに、より多くの正確さを実現させるようにで
きるだけ密接にします。

6.1.X に TWAMP 正確さ拡張 機能を使用し、目的の動作の達成を確認 IOS XR リリースをアップ
グレードし以上にできる。

問題、またパケット キャプチャを解決するためにこれらのステップを実行できます

twamp サーバおよび応答側（たとえば 120s）のタイムアウトの設定高い値、従って情報は
収集の前に余りにすぐに切れません。

1.

デバッグが有効に なる必要があるのでデバイスをロギング バッファにデバッグ ログ メッセ
ージを送るために設定するために確認して下さい。 テストの間にデバッグメッセージのロ
ールオーバーを防ぐロギング バッファのサイズは十分に設定された大きい必要があります
。

2.

デバイスとプローブの間ですべてのパケット交換がキャプチャされる Esure （だけでなく、
セッション確立のための UDP プローブ パケット、しかしまた TCP）

3.

リストされたコマンドを ASR9000 または CRS デバイスから集めて下さい、テストがどこ
に行われるか依存します:

4.

ステップ 1： プローブからのテストを開始する前に、集めて下さい:

terminal length 0●

インストール アクティブ合計を示して下さい●

admin はプラットフォームを示します●

admin は hw-module fpd 場所をすべて示します●

show run●

ipsla twamp 規格●

vshow ipsla twamp ステータス●

show ntp status●

show ntp associations 詳細●

次にステップ 2.Enable デバイスの Twamp すべてのデバッグおよびクリア ログ。

/content/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r6-0/general/release/notes/reln-601a9k.html#concept_5D3D9D0F8F2A4405A7F7735D6168A4D6
/content/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r6-0/general/release/notes/reln-601a9k.html#concept_5D3D9D0F8F2A4405A7F7735D6168A4D6


パケット キャプチャを開始して下さい1.
プローブからのテストを開始して下さい 2.

注: これはプローブで実行するのは唯一の twamp テストである場合余りにも多くの出力を生
成 しません。

ステップ 3.Collect 終わるテストの後のこれらのコマンド

show log●

ipsla twamp 接続詳細を示して下さい●

ipsla twamp Connection 要求を示して下さい●

ipsla twamp セッションを示して下さい●

冗長な ipsla トレース twamp をすべてに示して下さい●

冗長な ipsla トレース twamp 初期化を示して下さい    ●

ソリューション： 決して IOS XR で設定される S ビット

RFC 4656 によって、時刻源のための外部同期の概念がなければ、ビットは設定 するべきではあ
りません。 従って、S ビットは IOS XR プラットフォームで設定されません。
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