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Cisco IOS キャリア イーサネット機能ロード
マップ

この機能ロードマップには、『キャリア イーサネット コンフィギュレーション ガイド』に記載されて
いる Cisco IOS 機能のリストと、各機能を説明している文書が示されています。このロードマップは、
目的のリリース トレインを選択し、そのリリースに含まれている機能を確認できるように編成されて
います。目的の機能名を探し、「参照先」の列で URL をクリックすると、その機能を説明した文書に
アクセスできます。
コンフィギュレーション ファイルには多くのレガシー機能が組み込まれており、これらの機能がこの
ロードマップに記載されていないことがあります。加えて、このロードマップの情報は、他のソフト
ウェア リリースやプラットフォームに対応します。最新の機能情報と注意事項については、ご使用の
プラットフォームとソフトウェア リリースに対応したリリース ノートを参照してください。

機能とリリース サポート
表 1 に、次の Cisco IOS ソフトウェア リリース トレインでサポートされている Cisco IOS キャリア
イーサネットの機能をリストします。

• 「Cisco IOS Release 12.2SB」
• 「Cisco IOS Release 12.2SR」
• 「Cisco IOS Release 12.2SX」
• 「Cisco IOS Release 12.4T」
• 「Cisco IOS Release 15.0M」
• 「Cisco IOS Release 15.1T」
• 「Cisco IOS Release 15.0S」
• 「Cisco IOS Release 15.1S」

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特
定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature
Navigator 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。

Cisco IOS キャリア イーサネット機能ロードマップ

（注）

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連
の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
表 1 では、各ソフトウェア トレインの最新リリースを最初に記載し、そのリリースの機能をアルファ
ベット順に説明します。

表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能

リリース

機能名

機能の説明

参照先

Cisco IOS Release 12.2SB

12.2(33)SB

EtherChannel
Min-Links

EtherChannel Min-Links 機能を使用すると、ア 『Configuring IEEE 802.3ad
クティブ リンク数が最小しきい値を下回ったと Link Bundling and Load
きに、ポート チャネルをシャットダウンするこ Balancing』
とができます。最小しきい値は、lacp
min-bundle コマンドを使用して設定します。

IEEE 802.3ad 高速リン

IEEE 802.3ad 高速リンク スイッチオーバー時間機 『Configuring IEEE 802.3ad
Link Bundling and Load
能は、10 ミリ秒以下から最大でも 2 秒のリンク
フェールオーバー時間を実現します。また、ポー
Balancing』
ト チャネルが LINK_UP 状態を維持し、スパニン

ク スイッチオーバー時
間

グ ツリー プロトコルによる再収束が回避されます。

IEEE 802.3ad リンク最
大数の追加

『Configuring IEEE 802.3ad
IEEE 802.3ad リンク最大数の追加機能は、
Aggregation Control Protocol（LACP）バンド Link Bundling and Load
ルによって、8 つのメンバ リンクをサポートし Balancing』
ます。メンバ数は、これまでのリリースの 4 つ
から増加しました。

IEEE 802.3ad MIB

この機能は、Cisco IOS ソフトウェアの IEEE
『Using the IEEE 802.3ad Link
802.3ad Link Aggregation（LAG）MIB サポー Aggregation MIB』
トとして導入されました。LAG MIB は、LACP
ポート チャネルの一部であるインターフェイス
とポートの管理をサポートし、Simple Network
Manager Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管
理プロトコル）マネージャ アプリケーションに
よってアクセスされます。

PPPoX ヒットレス
フェールオーバー

PPPoX ヒットレス フェールオーバー機能を使用 『Configuring IEEE 802.3ad
Link Bundling and Load
すると、ポート チャネルは、リンク スイッチ
オーバーの間、LINK_UP 状態を維持できます。 Balancing』
PPPoEoE、PPPoEoQinQ、および PPPoVLAN
セッションでは、スイッチオーバー後、アク
ティブ リンクとスタンバイ リンクで同一の設定
要素が実現されるので、セッションを再確立す
る必要がありません。

SSO—LACP
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SSO—LACP 機能は、Gigabit EtherChannel バン 『Configuring IEEE 802.3ad
ドルで、Stateful Switchover（SSO; ステートフル Link Bundling and Load
スイッチオーバー）、In Service Software Upgrade Balancing』
（ISSU）
、Cisco Nonstop Forwarding（NSF; ノン
、および Non-Stop
ストップ フォワーディンブ）
Routing（NSR; ノンストップ ルーティング）を
サポートしています。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

12.2(31)SB

IEEE 802.3ad リンク バ IEEE 802.3ad リンク バンドル機能を使用する
ンドル

機能の説明
と、複数のイーサネット リンクを単一の論理
チャネルに集約できます。この機能により、
ハードウェアをアップグレードしなくても、帯
域幅を累積的に増大して、デバイスのコスト効
率を向上できます。また、IEEE 802.3ad リンク
バンドル機能により、さまざまな集約リンクを
動的にプロビジョニング、管理、およびモニタ
することができるとともに、さまざまなシスコ
デバイスとサードパーティ ベンダーのデバイス
を相互に運用できます。

参照先
『Configuring IEEE 802.3ad

Link Bundling and Load
Balancing』

Cisco IOS Release 12.2SR

12.2(33)SRE

ITU-T Y.1731 障害管理
機能の設定

Y.1731 障害管理機能を使用すると、大規模ネッ 『Configuring ITU-T Y.1731
Fault Management Functions
トワークにおける障害およびパフォーマンス管
理のための新しい機能を利用できます。また
in IEEE CFM』
Ethernet Alarm Indication Signal（ETH-AIS）
および Ethernet Remote Defect Indication
（ETH-RDI）が、IEEE Ethernet CFM プロトコ
ルの一部として拡張されます。

IEEE 802.1ag-2007 準拠 IEEE 802.1ag-2007 準拠 CFM - ブリッジ ドメイ 『Configuring IEEE
CFM - ブリッジ ドメイ ンのサポート機能を使用すると、Cisco IOS ソフ Standard-Compliant Ethernet
ンのサポート
トウェアの IEEE 802.1ag 標準準拠 CFM で、ブ CFM in a Service Provider
リッジ ドメインがサポートされます。
Network』
EVC ポート チャネルで EVC ポート チャネルでの MAC アドレス セキュ 『Configuring MAC Address
Limiting on Service Instances,
の MAC アドレス セ
リティ機能は、Multipoint Bridging over
Bridge Domains, and EVC
キュリティ
Ethernet（MPBE）をサポートします。
Port Channels』
マルチシャーシ LACP
（mLACP）

マルチシャーシ LACP（mLACP）機能は、
『Multichassis LACP』
IEEE 802.1ad LACP の拡張機能です。通信事業
者が冗長性を確保するため、デバイスを 2 つの
アップストリーム Points of Attachment（PoA）
への「デュアル ホーム」構成とする場合に、イ
ンターシャーシ冗長性メカニズムに対するニー
ズに対応できます。

12.2(33)SRD1

イーサネット接続障害
管理のための Syslog サ
ポート

イーサネット CFM のための Syslog サポート機能 『Syslog Support for Ethernet
は、CFM 通知のための syslog サポートを提供しま Connectivity Fault
す。これを使用して、サービスおよびネットワー Management』
ク接続のステータスを判定できます。この機能は、
VLAN 経由の CFM（CFM over VLAN）上に実装
するか、ブリッジ ドメイン機能上で IEEE 802.1ag
を使用し、診断を自動化する場合、または CFM イ
ベントに対応するアクションを実装する場合に実
装する必要があります。

12.2(33)SRD1
12.2(33)SRD

EVC MIB

EVC MIB は、イーサネット インフラストラク 『Cross-Platform Release
Notes for Cisco IOS Release
チャの管理を行うためのシスコ独自の SNMP
MIB です。SNMP バージョン 1 および 2c がサ 12.2SR』
ポートされています。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

機能の説明

12.2(33)SRD

802.3ah SNMP MIB

『Cross-Platform Release
802.3ah SNMP MIB は、シスコ独自の OAM
MIB です。802.3ah SNMP MIB は、IETF ドラ Notes for Cisco IOS Release
フト OAM MIB を適応させたもので、SNMPv2 12.2SR』
に準拠しています。OAM プロトコルとの併用に
より、802.3ah SNMP MIB は、ネットワーク状

参照先

態のモニタリング機能、リンクの故障と障害状
態の特定、および OAM 対応のリンクのテスト
とトラブルシューティングが可能です。

CFM (802.1ag) IEEE
MIB

『Cross-Platform Release
シスコ独自の CFM (802.1ag) IEEE MIB は、
Notes for Cisco IOS Release
ネットワーク内の接続を管理し、障害を検出す
るためのメカニズムです。MIB は、IF MIB と相 12.2SR』
互作用を行い、SNMP とインターフェイスして
情報を交換します。

スイッチ ポート上での
CFM 外側向き MEP

スイッチ ポート上での CFM 外側向き MEP 機能 『Configuring Ethernet
Connectivity Fault
は、スイッチ ポート上で外側向き MEP をサ
Management in a Service
ポートします。これは、分散層およびアクセス
層でネットワークをサポートする外側向き MEP Provider Network』
機能に対する機能拡張です。

イーサネット OAM 3.0：CFM over BD（タグな 『Configuring Ethernet
イーサネット OAM
3.0：CFM over BD（タ し）機能は、ブリッジドメイン機能をサポートす Connectivity Fault
グなし）
る Cisco IOS デバイスで、イーサネット CFM を Management in a Service
サポートします。この機能を使用すると、タグ
Provider Network』
なし CFM パケットを MEP に関連付けることが
できます。これらのタグなし CFM フレームは、
EFP に設定されているカプセル化方式に基づき、
EVC または Bridge Domain（BD; ブリッジ ドメ
イン）にマッピングされます。

E-OAM:Y.1731
（AIS/RDI/OOS）
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Y.1731 障害管理機能を使用すると、大規模ネッ 『Configuring ITU-T Y.1731
Fault Management
トワークにおける障害およびパフォーマンス管
理のための新しい機能を利用できます。また
Functions』
Ethernet Alarm Indication Signal（ETH-AIS）
および Ethernet Remote Defect Indication
（ETH-RDI）が拡張されます。

EVC ISSU

EVC ISSU は、Ethernet Virtual Circuit（EVC; 『Cross-Platform Release
イーサネット仮想回線）サービス インスタンス Notes for Cisco IOS Release
に対して、In Service Software Upgrade（ISSU） 12.2SR』
のサポートを提供します。サービス インスタン
スの状態が、エラー ディセーブルに変わると、
EVC インフラストラクチャが、サービス インス
タンス状態の一括更新とランタイム更新を実行
します。

EVC SSO

EVC SSO 機能は、EVC サービスインスタンス 『Cross-Platform Release
Notes for Cisco IOS Release
に対して SSO を提供します。
12.2SR』
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

機能の説明

12.2(33)SRD

イーサネット仮想回線
ブリッジ ドメインにお
ける IEEE 802.1s のサ
ポート

イーサネット仮想回線ブリッジドメインにおける 『IEEE 802.1s Support on
Ethernet Virtual Circuit
IEEE 802.1s のサポート機能は、EVC インター
フェイス上で Multiple Spanning Tree（MST; 多重 Bridge Domains』
スパニング ツリー）をイネーブルにします。

802.3ah OAM での
ISSU サポート

ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せず 『Using Ethernet Operations,
Administration, and
に、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまた
はダウングレードできます。ISSU は、システムに
Maintenance』
よるサービス提供を継続しながらソフトウェアを変
更できるので、定期メンテナンス作業によるネット
ワークの可用性への影響を抑えます。

参照先

CFM 802.1ag/1.0d での ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せ 『Configuring Ethernet
ずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレード Connectivity Fault
ISSU サポート
またはダウングレードできます。ISSU は、シス Management in a Service
テムによるサービス提供を継続しながらソフト
Provider Network』
ウェアを変更できるので、定期メンテナンス作
業によるネットワークの可用性への影響を抑え
ます。

E-LMI での ISSU サ
ポート

ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せ 『Configuring Ethernet Local
ずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレード Management Interface at a
またはダウングレードできます。ISSU は、シス Provider Edge』
テムによるサービス提供を継続しながらソフト
ウェアを変更できるので、定期メンテナンス作
業によるネットワークの可用性への影響を抑え
ます。

ISSU は、イーサネット LMI で自動的にイネー
ブルです。

EVC 上のレイヤ 2 アク
セス コントロール リス
ト

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リス 『Layer 2 Access Control Lists
ト機能を使用すると、EVC 上に Access Control on EVCs』
Lists（ACL; アクセス コントロール リスト）を
実装できます。

サービス インスタンス サービス インスタンスおよびブリッジ ドメイン 『Configuring MAC Address
およびブリッジ ドメイ の MAC アドレス制限機能を使用すると、サービ Limiting on Service Instances,
ンの MAC アドレス制限 ス インスタンスごとの粒度で、MAC アドレス学 Bridge Domains, and EVC
習動作を制御およびフィルタリングできるように Port Channels』
することで、ポート セキュリティに対応します。
違反によってシャットダウンが必要になった場
合、対象のサービス インスタンスに対して割り当
てたカスタマーだけが影響を受けます。MAC ア
ドレスが制限する MAC セキュリティのタイプ
は、MAC セキュリティ コンポーネントまたは要
素と呼ぶことができます。

802.3ah OAM での
NSF/SSO サポート

冗長構成である SSO と NSF は、イーサネット 『Using Ethernet Operations,
OAM で自動的にイネーブルです。NSF は SSO Administration, and
機能と連動して、スイッチオーバー後のネット
Maintenance』
ワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
Cisco NSF の主要機能は、Route Processor（RP;
ルート プロセッサ）のスイッチオーバー後に、
IP パケットの転送を継続することです。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

12.2(33)SRD

CFM 802.1ag/1.0d での 冗長構成である SSO と NSF は、イーサネット 『Configuring Ethernet
NSF/SSO サポート
CFM で自動的にイネーブルです。NSF は SSO 機 Connectivity Fault
能と連動して、スイッチオーバー後のネットワー Management in a Service
クのダウンタイムを最小限に抑えます。Cisco
Provider Network』
NSF の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、
IP パケットの転送を継続することです。
E-LMI での NSF/SSO
サポート

12.2(33)SRC

EtherChannel での負荷
分散

LACP 単一障害の直接
ロード バランス スワッ
ピング
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機能の説明

参照先

冗長構成である SSO および NSF は、イーサ
『Configuring Ethernet Local
ネット LMI でサポートされており、自動的に有 Management Interface at a
効です。アクティブな RP が故障したとき、ネッ Provider Edge』
トワーク デバイスから削除されたとき、または
メンテナンスのために手動で停止されたときに、
アクティブな RP からスタンバイ RP へのスイッ
チオーバーが発生します。NSF は SSO 機能と連
動して、スイッチオーバー後のネットワークの
ダウンタイムを最小限に抑えます。Cisco NSF
の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、IP パ
ケットの転送を継続することです。

EtherChannel での負荷分散機能は、追加または 『Configuring IEEE 802.3ad
削除されたポートに対するロード バランスの再 Link Bundling and Load
割り当てを制限することで、EtherChannel の可 Balancing』
用性を高めるポート再割り当て方法を使用しま
す。ポートが追加または削除されたときに、バ
ンドルされた既存のポートに新しい負荷がか
かっても、それらのポート上でプログラムされ
ている負荷と競合することはありません。
LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピ 『Configuring IEEE 802.3ad
ング機能は、ロード バランス ビットを再割り当 Link Bundling and Load
てすることにより、処理を引き継いだホット ス Balancing』
タンバイ ポートに対し、故障したポートのロー
ド バランス ビットが割り当てられ、集約内のそ
の他のポートのロード バランス ビットはそのま
まにします。交換されたポートがバンドルされ
ると、ロードシェアが再計算され、保存されて
いる故障したポートのロードシェアが、処理を
引き継いだポートに割り当てられます。バンド
ル内の他のポートには影響がありません。

Cisco IOS キャリア イーサネット機能ロードマップ

表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

12.2(33)SRC1
2.2(33)SRB

IEEE 802.3ad リンク バ IEEE 802.3ad リンク バンドル機能を使用する
ンドル

外側向き MEP

リモート ポート シャッ
トダウン

機能の説明
と、複数のイーサネット リンクを単一の論理
チャネルに集約できます。この機能により、
ハードウェアをアップグレードしなくても、帯
域幅を累積的に増大して、デバイスのコスト効
率を向上できます。また、IEEE 802.3ad リンク
バンドル機能により、さまざまな集約リンクを
動的にプロビジョニング、管理、およびモニタ
することができるとともに、さまざまなシスコ
デバイスとサードパーティ ベンダーのデバイス
を相互に運用できます。
外側向き MEP 機能は、ルーテッド（レイヤ 3）
ポートで外側向き Maintenance Endpoints
（MEP）をサポートすることにより、分散および
アクセス環境をサポートするイーサネット CFM
を拡張します。外側向き MEP はまた、レイヤ 2
ポート上のオペレータ間にあるネットワーク
ツーネットワークのモニタにも使用されます。
リモート ポート シャットダウン機能は、

Ethernet over Multiprotocol Label Switching
（EoMPLS ）ネットワークのイーサネット LMI

参照先
『Configuring IEEE 802.3ad

Link Bundling and Load
Balancing』

『Configuring Ethernet

Connectivity Fault
Management in a Service
Provider Network』

『Configuring Remote Port
Shutdown』

を使用して、リモート リンクのステータスを
CE デバイスに伝播します。

12.2(33)SRB

プロバイダー エッジの
イーサネット ローカル
管理インターフェイス

イーサネット Local Management Interface（LMI;
『Configuring Ethernet Local
Management Interface at a
ローカル管理インターフェイス）は、Customer
Provider Edge』
Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスと
Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイス
の間のイーサネット OAM プロトコルです。イーサ
ネット LMI は、CE デバイスに対し、大規模イーサ
ネット MAN および WAN に対応するための EVC
のステータスを提供し、CE デバイスの自動設定の
ための情報を提供します。イーサネット LMI は、
PE-CE ユーザ ネットワーク インターフェイス
（NI）リンク上で動作し、CE デバイスに対し、
EVC の動作ステータスおよび EVC が追加または削
除された時刻を通知します。

イーサネット OAM とイーサネット CFM のイン 『Configuring Ethernet
イーサネット OAM と
Connectivity Fault
イーサネット CFM のイ ターワーキング機能を使用すると、イーサネッ
ンターワーキング
ト OAM と CFM は、ネットワーク内で連係して Management in a Service
動作することができます。
Provider Network』

12.2(33)SRB1
2.2(33)SRA

イーサネット接続障害
管理

イーサネット Connectivity Fault Management
『Configuring Ethernet
（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタン Connectivity Fault
スごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ Management in a Service
OAM プロトコルです。このプロトコルには、大 Provider Network』
規模イーサネット MAN および WAN の予防的
な接続モニタリング、障害検証、および障害分
離の機能が含まれています。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

12.2(33)SRA

イーサネット運用管理
およびメンテナンス

機能の説明

参照先

イーサネット Operations, Administration, and
『Using Ethernet Operations,
Maintenance（OAM; 運用管理およびメンテナン Administration, and
ス）は、イーサネット Metropolitan Area Network Maintenance』
（MAN; メトロポリタン エリア ネットワーク）お
よびイーサネット WAN の設置、モニタリング、
トラブルシューティングのためのプロトコルで、

Open Systems Interconnection（OSI; 開放型シス
テム間相互接続）モデルのデータ リンク層の新し
いオプション サブレイヤを使用します。このプロ
トコルによって提供される OAM の機能には、
ディスカバリ、リンク モニタリング、リモート障
害検知、リモート ループバック、および Cisco
Proprietary Extension（シスコ独自の拡張機能）
があります。
Cisco IOS Release 12.2SX

12.2(33)SXI2

802.1ag - IEEE D8.1 標
準準拠 CFM、Y.1731 マ
ルチキャスト LBM /
AIS / RDI / LCK、IP
SLA for Ethernet

イーサネット CFM は、サービスインスタンスご 『Configuring IEEE
Standard-Compliant Ethernet
とのエンドツーエンド イーサネット レイヤ
OAM プロトコルです。CFM には、大規模イー CFM in a Service Provider
サネット MAN および WAN の予防的な接続モ Network』
ニタリング、障害検証、および障害分離の機能
が含まれています。
この機能は、Cisco IOS ソフトウェアでの IEEE
802.1ag 標準 CFM（IEEE CFM）の実装です。

12.2(33)SXI

イーサネット OAM とイーサネット CFM のイン 『Configuring Ethernet
イーサネット OAM と
Connectivity Fault
イーサネット CFM のイ ターワーキング機能を使用すると、イーサネッ
ンターワーキング
ト OAM と CFM は、ネットワーク内で連係して Management in a Service
動作することができます。
Provider Network』

IEEE 802.3ah リンク障
害 RFI サポート
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IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート機能で 『Using Ethernet Operations,
Administration, and
は、対象のポートをポート単位で設定した後、
Link Fault Status フラグが設定された OAMPDU Maintenance』
制御要求パケットを受信すると、設定された
ポートがブロッキング状態に切り替わります。
ブロッキング状態で、ポートは BPDU および
OAMPDU の受信とリモート リンク ステータス
の検出を続けることができ、リモート リンクが
機能を回復すると、ポートも自動的にブロッキ
ング状態から回復します。

Cisco IOS キャリア イーサネット機能ロードマップ

表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

12.2(33)SXI
12.2(33)SXH

イーサネット接続障害
管理

12.2(33)SXH

機能の説明

参照先

イーサネット Connectivity Fault Management
『Configuring Ethernet
（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタン Connectivity Fault
スごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ Management in a Service
OAM プロトコルです。このプロトコルには、大 Provider Network』
規模イーサネット MAN および WAN の予防的
な接続モニタリング、障害検証、および障害分
離の機能が含まれています。

イーサネット運用管理
およびメンテナンス

イーサネット OAM は、イーサネット MAN およ 『Using Ethernet Operations,
びイーサネット WAN の設置、モニタリング、ト Administration, and
ラブルシューティングのためのプロトコルです。 Maintenance』
イーサネット OAM は、OSI モデルのデータ リン
ク層の新しいオプション サブレイヤを使用しま
す。このプロトコルによって提供される OAM の
機能には、ディスカバリ、リンク モニタリング、
リモート障害検知、リモート ループバック、およ
び Cisco Proprietary Extension（シスコ独自の拡
張機能）があります。

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.1ab LLDP は、マルチベンダー ネット 『Using Link Layer Discovery
ワークでネットワーク トポロジを検出するための Protocol in Multivendor
オプションのリンク レイヤ プロトコルです。
Networks』

（リンク層検出プロトコ
ル）

ディスカバリ情報には、デバイスとポートの取り
付け、スイッチ接続、およびアプリケーションと
ネットワークサービス用のクライアント、サー
バ、スイッチ、ルータの間のパスが含まれます。
LLDP は、ネットワーク管理ツールとして、正確
なネットワーク マッピング、インベントリ デー
タ、およびネットワークのトラブルシューティン
グ情報を提供します。

IEEE 802.1ab MED

LLDP-Media Endpoint Device（MED; メディア 『Using Link Layer Discovery
Protocol in Multivendor
エンドポイント デバイス）は、voice over IP
（VoIP）用途に対応するための LLDP 機能拡張で Networks』
す。IP 電話やコンファレンス ブリッジなどのエ
ンドポイント デバイスと、ルータやスイッチなど
の接続デバイスの間でのみ動作します。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

機能の説明

参照先

Cisco IOS Release 12.4T

12.4(15)T2

イーサネット接続障害
管理

イーサネット Connectivity Fault Management
『Configuring Ethernet
（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタンス Connectivity Fault
Management in a Service
ごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ
OAM プロトコルです。このプロトコルには、大規 Provider Network』
模イーサネット MAN および WAN の予防的な接続
モニタリング、障害検証、および障害分離の機能
が含まれています。

イーサネット運用管理
およびメンテナンス

イーサネット OAM は、イーサネット MAN およ 『Using Ethernet Operations,
びイーサネット WAN の設置、モニタリング、ト Administration, and
ラブルシューティングのためのプロトコルです。 Maintenance』
イーサネット OAM は、OSI モデルのデータ リン
ク層の新しいオプション サブレイヤを使用しま
す。このプロトコルによって提供される OAM の
機能には、ディスカバリ、リンク モニタリング、
リモート障害検知、リモート ループバック、およ
び Cisco Proprietary Extension（シスコ独自の拡
張機能）があります。

12.4(15)T2
12.4(9)T

イーサネット ローカル
管理インターフェイス

『Enabling Ethernet Local
イーサネット LMI は、イーサネット レイヤ
OAM プロトコルです。CE デバイスの自動設定 Management Interface』
に必要な情報を提供するとともに、大規模イー
サネット MAN および WAN 向けの EVC のス
テータスを提供します。イーサネット LMI は特
に、CE デバイスに対し、EVC の動作ステータ
スと EVC 両方が追加または削除された時刻を通
知します。また、EVC のアトリビュートおよび
EC デバイスへの UNI も通知します。

12.4(11)T

外側向き MEP

外側向き MEP 機能は、ルーテッド（レイヤ 3） 『Configuring Ethernet
ポートで外側向き MEP をサポートすることによ Connectivity Fault
Management in a Service
り、分散およびアクセス環境をサポートする
イーサネット CFM を拡張します。外側向き
Provider Network』
MEP はまた、レイヤ 2 ポート上のオペレータ間
にあるネットワークツーネットワークのモニタ
にも使用されます。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

機能の説明

参照先

Cisco IOS Release 15.0M

15.0(1)M

イーサネット接続障害
管理

イーサネット Connectivity Fault Management
『Configuring Ethernet
（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタン Connectivity Fault
スごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ Management in a Service
OAM プロトコルです。このプロトコルには、大 Provider Network』
規模イーサネット MAN および WAN の予防的
な接続モニタリング、障害検証、および障害分
離の機能が含まれています。

イーサネット運用管理
およびメンテナンス

イーサネット OAM は、イーサネット MAN およ 『Using Ethernet Operations,
びイーサネット WAN の設置、モニタリング、ト Administration, and
ラブルシューティングのためのプロトコルです。 Maintenance』
イーサネット OAM は、OSI モデルのデータ リン
ク層の新しいオプション サブレイヤを使用しま
す。このプロトコルによって提供される OAM の
機能には、ディスカバリ、リンク モニタリング、
リモート障害検知、リモート ループバック、およ
び Cisco Proprietary Extension（シスコ独自の拡
張機能）があります。

イーサネット ローカル
管理インターフェイス

『Enabling Ethernet Local
イーサネット LMI は、イーサネット レイヤ
OAM プロトコルです。CE デバイスの自動設定 Management Interface』
に必要な情報を提供するとともに、大規模イー
サネット MAN および WAN 向けの EVC のス
テータスを提供します。イーサネット LMI は特
に、CE デバイスに対し、EVC の動作ステータ
スと EVC 両方が追加または削除された時刻を通
知します。また、EVC のアトリビュートおよび
EC デバイスへの UNI も通知します。

外側向き MEP

外側向き MEP 機能は、ルーテッド（レイヤ 3） 『Configuring Ethernet
ポートで外側向き MEP をサポートすることによ Connectivity Fault
Management in a Service
り、分散およびアクセス環境をサポートする
イーサネット CFM を拡張します。外側向き
Provider Network』
MEP はまた、レイヤ 2 ポート上のオペレータ間
にあるネットワークツーネットワークのモニタ
にも使用されます。

Cisco IOS Release 15.1T

15.1(1)T

802.1ag - IEEE D8.1 標
準準拠 CFM、Y.1731 マ
ルチキャスト LBM /
AIS / RDI / LCK、IP
SLA for Ethernet

イーサネット CFM は、サービスインスタンスご 『Configuring IEEE
Standard-Compliant Ethernet
とのエンドツーエンド イーサネット レイヤ
OAM プロトコルです。CFM には、大規模イー CFM in a Service Provider
サネット MAN および WAN の予防的な接続モ Network』
ニタリング、障害検証、および障害分離の機能
が含まれています。
この機能は、Cisco IOS ソフトウェアでの IEEE
802.1ag 標準準拠 CFM（IEEE CFM）の実装で
す。
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表 1

サポートされている Cisco IOS キャリア イーサネットの機能 （続き）

リリース

機能名

機能の説明

参照先

Cisco IOS Release 15.0S

15.0(1)S

重み付けロード バラン
シングによる 802.3ad
リンク集約

重み付けロード バランシングによる 802.3ad リン 『Configuring IEEE 802.3ad
ク集約機能は、サービス インスタンスにウェイト Link Bundling and Load
を割り当てて、ポート チャネルのアクティブ メ Balancing』
ンバ リンク間でトラフィック フローを効率的に
分散できるようにする拡張機能で、Cisco IOS
Release 15.0(1)S で導入されました。

Cisco IOS Release 15.1S

15.1(1)S

IEEE 802.1ag-2007 準拠 IEEE CFM MIB は、IEEE CFM サービスに MIB 『IEEE-Compliant CFM MIB』
CFM MIB
サポートを提供します。IEEE CFM MIB は、パ
スの追跡、接続の確認と管理、およびネット
ワーク内の障害の検出を行うツールとして使用
できます。
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2007–2010 Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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イーサネット OAM の使用
イーサネット Operations, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管理およびメンテナンス）は、
イーサネット Metropolitan Area Network（MAN; メトロポリタン エリア ネットワーク）およびイーサ
ネット WAN の設置、モニタリング、トラブルシューティングのためのプロトコルで、Open Systems
Interconnection（OSI; 開放型システム間相互接続）モデルのデータ リンク層の新しいオプション サブ
レイヤを使用します。このプロトコルによって提供される OAM の機能には、ディスカバリ、リンク
モニタリング、リモート障害検知、リモート ループバック、および Cisco Proprietary Extension（シス
コ独自の拡張機能）があります。
イーサネットが MAN および WAN テクノロジーとして使用されるようになり、大規模な導入のための
統合的管理の必要性が高まっています。イーサネットが公衆 MAN や WAN へと拡大するには、従来の
エンタープライズ ネットワークのみを中心としたイーサネットの運用に加え、新しい要件に対応する
必要があります。イーサネット テクノロジーが、エンタープライズ ネットワークよりもはるかに大規
模で複雑なネットワークと、広範なユーザ ベースを持つサービス プロバイダーの領域に拡大するのに
伴い、リンク アップタイムの運用管理が不可欠になっています。

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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および
各機能がサポートされているリリースのリストについては、「イーサネット OAM の使用に関する機能情
報」（P.26）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよび Cisco ソフトウェア イメージのサ
ポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセス
してください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「イーサネット OAM の使用に関する情報」（P.2）
• 「802.3ah でサポートされるハイアベイラビリティ機能」（P.7）
• 「イーサネット OAM に関する設定例」（P.20）
• 「その他の参考資料」（P.23）

イーサネット OAM の使用
イーサネット OAM の使用に関する情報

• 「コマンド リファレンス」（P.25）
• 「イーサネット OAM の使用に関する機能情報」（P.26）

イーサネット OAM の使用に関する情報
• 「イーサネット OAM」（P.2）
• 「Cisco IOS におけるイーサネット OAM の実装」（P.3）
• 「OAM の機能」（P.4）
• 「OAM メッセージ」（P.5）
• 「IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート」（P.6）
• 「イーサネット接続障害管理」（P.7）
• 「802.3ah でサポートされるハイアベイラビリティ機能」（P.7）
• 「802.3ah OAM での NSF/SSO サポート」（P.8）
• 「802.3ah OAM での ISSU サポート」（P.8）

イーサネット OAM
イーサネット OAM は、メトロ イーサネット ネットワークおよびイーサネット WAN の設置、モニタ
リング、トラブルシューティングのためのプロトコルです。イーサネット OAM は、OSI モデルのデー
タ リンク層の新しいオプション サブレイヤを使用します。イーサネット OAM は、全二重方式ポイン
トツーポイントまたはエミュレートされたポイントツーポイント イーサネット リンクに実装できます。
OAM は、システム全体に実装する必要はなく、システムの一部（指定されたインターフェイス）に導
入できます。
通常のリンク動作には、イーサネット OAM は必要ありません。OAM フレーム（別名：OAM
Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット））は、低速プロトコル宛先 MAC アドレス
（0180.c200.0002）を使用します。OAM フレームは MAC サブレイヤで代行受信され、イーサネット
ネットワーク内で複数のホップに伝播されません。
イーサネット OAM は、必要帯域幅が小さく、比較的低速なプロトコルであり、最大フレーム転送速度
が 10 フレーム / 秒なので、通常動作への影響はわずかです。ただし、リンク モニタリングをイネーブ
ルにした場合、CPU はエラー カウンタを頻繁にポーリングする必要があるため、ポーリング対象のイ
ンターフェイス数が増加すれば、必要な CPU サイクル数も比例して大きくなります。
イーサネット OAM は、主に OAM クライアントと OAM サブレイヤの 2 つのコンポーネントで構成さ
れています。次の 2 つの項では、これらのコンポーネントを説明します。
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OAM クライアント
OAM クライアントは、リンク上でイーサネット OAM を確立および管理します。また OAM サブレイ
ヤのイネーブル化と設定を行います。OAM ディスカバリ フェーズ中にリモート ピアから受信する
OAM PDU をモニタし、ローカルおよびリモート状態、さらには設定値に基づいて、リンク上で OAM
機能をイネーブルにします。ディスカバリ フェーズが（安定した状態で）終了した後、OAM クライア
ントは OAM PDU に対する応答ルールおよび OAM リモート ループバック モードを管理します。

OAM サブレイヤ
OAM サブレイヤは、MAC クライアント（またはリンク集約）などの上位サブレイヤに対するイン
ターフェイスと、下位 MAC 制御サブレイヤに対するインターフェイスの、2 つの標準 IEEE 802.3
MAC サービス インターフェイスを提供します。OAM サブレイヤは OAM クライアント専用インター
フェイスとして機能し、クライアントとの間で OAM 制御情報と OAM PDU を送受信します。
OAM サブレイヤは、制御ブロック、マルチプレクサおよびパケット パーサー（p-parser）の 3 つのコ
ンポーネントで構成されます。各コンポーネントについては、次のとおりです。
制御ブロック
制御ブロックは、OAM クライアントとその他の OAM サブレイヤ内部ブロックとの間にインターフェ
イスを提供します。制御ブロックには、リモート OAM ピアの存在と機能を検出するディスカバリ プ
ロセスが組み込まれています。また、マルチプレクサへの OAM PDU の送信を制御する送信プロセス
と、p-parser からの OAM PDU の受信を制御する一連のルールを備えています。
マルチプレクサ
マルチプレクサは、MAC クライアント、制御ブロック、および p-parser から生成される（または中継
される）フレームを管理します。マルチプレクサは、MAC クライアントで生成されたフレームをその
まま通過させます。これにより、制御ブロックによって生成された OAM PDU が、たとえば MAC サ
ブレイヤなどの下位サブレイヤに渡されます。同様にマルチプレクサは、インターフェイスが OAM リ
モート ループバック モードの場合、p-parser からのループバック フレームを同じ下位のサブレイヤに
渡します。

P-Parser
p-parser はフレームを、OAM PDU、MAC クライアント フレームまたはループバック フレームとして
分類し、各クラスを適切なエンティティに送信します。OAM PDU は、制御ブロックに送信されます。
MAC クライアント フレームは、上位サブレイヤに送信されます。ループバック フレームは、マルチ
プレクサに送信されます。

イーサネット OAM の利点
イーサネット OAM には次のような利点があります。

• サービス プロバイダーの競争上の優位性
• リンクの状態をモニタして診断を行う標準化されたメカニズム

Cisco IOS におけるイーサネット OAM の実装
Cisco IOS におけるイーサネット OAM の実装は、イーサネット OAM シムおよびイーサネット OAM
モジュールで構成されます。
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イーサネット OAM シムは、イーサネット OAM モジュールとプラットフォーム コードを接続するシ
ン レイヤで、プラットフォーム コード（ドライバ）に実装されています。シムはまた制御信号によっ
て、イーサネット OAM モジュールに、ポート ステートおよびエラー条件を通知します。
コントロール プレーン内に実装されたイーサネット OAM モジュールは、OAM クライアントに加え、
OAM サブレイヤの制御ブロック機能を処理します。このモジュールは、制御信号によって、
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）および Simple Network
Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）/ プログラマチック インターフェイ
スと相互作用します。さらにこのモジュールは、OAM PDU フロー経由で、イーサネット OAM シム
と相互作用します。

OAM の機能
IEEE 802.3ah『Ethernet in the First Mile』では、OAM 機能として、ディスカバリ、リンク モニタリン
グ、リモート障害検知、リモート ループバックおよび Cisco Proprietary Extension が定義されています。
ディスカバリ
ディスカバリは、イーサネット OAM の最初のフェーズで、ネットワーク内のデバイスとその OAM 機
能を識別します。ディスカバリは、OAM PDU の情報を使用します。ディスカバリ フェーズでは、次
の情報が、情報 OAM PDU として定期的にアドバタイズされます。

• OAM モード：リモート OAM エンティティに伝送されます。このモードはアクティブまたはパッ
シブのいずれかが可能で、これをもとにデバイス機能を判断できます。

• OAM 設定（機能）：ローカル OAM エンティティの機能をアドバタイズします。この情報により、
ピアはどのような機能（例：ループバック機能など）がサポートされ、アクセスが可能か判断でき
ます。

• OAM PDU 設定：受信および配信する OAM PDU の最大サイズが含まれています。この情報は、
10 フレーム / 秒のレート制限とともに使用して、OAM トラフィックに割り当てられる帯域幅の制
限に使用することができます。

• プラットフォーム アイデンティティ：Organization Unique Identifier（OUI; 組織固有識別子）お
よび 32 ビットのベンダー固有情報の組み合わせです。OUI の割り当ては IEEE によって管理され、
通常 MAC アドレスの最初の 3 バイトとなります。
ディスカバリには、ローカル ステーションがピアの OAM エンティティの設定を許可または拒否でき
るオプションのフェーズがあります。たとえばノードによっては、パートナーに対して管理ネットワー
クへのアクセスを許可するには、そのパートナーがループバック機能をサポートしている必要があるこ
とがあります。これらのポリシーに関する意思決定は、ベンダー固有の拡張として実装することができ
ます。

リンク モニタリング
イーサネット OAM のリンク モニタリングは、さまざまな状況でリンク障害を検出し、表示します。
リンク上で問題が検出された場合、リンク モニタリングは、イベント通知 OAM PDU を使用して、リ
モート OAM エンティティにイベントを送信します。エラー イベントには次のものがあります。

• エラー シンボル期間（エラー シンボル / 秒）：指定された期間内に発生したシンボル エラー数がし
きい値を超過した。これらのエラーはシンボル エラーをコーディングします。

• エラー フレーム（エラー フレーム / 秒）：指定された期間内に検出されたフレーム エラー数が、し
きい値を超過した。
：最終の n フレームで発生したフレーム
• エラー フレーム期間（n フレームごとのエラー フレーム）
エラーが、しきい値を超過した。
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• エラー フレーム秒のサマリー（m 秒ごとのエラー秒）：最後の m 秒間のエラー秒数（1 つ以上のフ
レーム エラーが検出された 1 秒間隔）が、しきい値を超過した。

IEEE 802.3ah OAM は、どの OAM PDU も保証配信を行わないので、通知失敗の可能性を小さくする
ために、イベント通知 OAM PDU を複数回送信することがあります。重複イベントの認識には、シー
ケンス番号が使用されます。
リモート障害表示
イーサネットで品質が徐々に劣化して接続に障害が生じる場合は、検出が困難です。イーサネット
OAM は、OAM エンティティが、このような障害状態を OAM PDU の特定のフラグによってピアに伝
達するメカニズムを提供します。伝達可能な障害状態は、次のとおりです。

• Link Fault：受信側での信号消失の検出（例：ピアのレーザーの誤動作）。Link Fault は、情報
OAM PDU に入って毎秒 1 回送信されます。Link Fault は、物理サブレイヤが独立して信号を送受
信できる場合にのみ、適用されます。

• Dying Gasp：回復不可能な状況の発生（例：電源の故障）。このタイプの状況はベンダー固有で
す。障害状態に関する通知は、即座に、継続的に送信することができます。

• Critical Event：指定されていない重要イベントの発生。このタイプのイベントはベンダー固有で
す。Critical Event は、即座に、継続的に送信することができます。
リモート ループバック

OAM エンティティは、ループバック制御 OAM PDU を使用して、ピアをループバック モードにする
ことができます。ループバック モードは、管理者が設置時またはトラブルシューティング時に、リン
ク品質を確認するのに役立ちます。ループバック モードでは、OAM PDU およびポーズ フレーム以外
のフレームを受信すると、そのフレームを同じポートから送り返します。ループバック状態が OAM
セッションを維持する間、OAM PDU を定期的に交換し続ける必要があります。
ループバック コマンドは、情報 OAM PDU の状態フィールドでループバック状態を示して応答するこ
とで、確認応答になります。この確認応答を受け取ることによって、管理者は、たとえばネットワーク
セグメントがサービス レベル契約を満たせるかどうかを推定できます。確認応答を使用して、遅延、
ジッタ、およびスループットのテストができます。
インターフェイスは、リモート ループバック モードに設定されている場合、Spanning Tree Protocol
（STP; スパニング ツリー プロトコル）や Open Shortest Path First（OSPF）などの、他のレイヤ 2 また
はレイヤ 3 プロトコルに参加しません。これは、2 つの接続されたポートがループバック セッションに
存在する場合、OAM PDU 以外のフレームは、ソフトウェア処理のために CPU に送信されないからで
す。OAM PDU フレーム以外のフレームは、MAC レベルでループ バックされるかまたは MAC レベル
で破棄されます。
ユーザの視点から、ループバック モードのインターフェイスは、リンクアップ状態にあります。

Cisco ベンダー固有の拡張
イーサネット OAM を使用すると、ベンダーは独自の Type-Length-Value（TLV）フィールドを作成で
きるようになり、それによって、プロトコルを拡張できます。

OAM メッセージ
イーサネット OAM メッセージや OAM PDU は、標準長のタグなしのイーサネット フレーム（標準フ
レーム長：64 ～ 1518 バイト）です。2 つのピア間で交換される最大 OAM PDU フレーム サイズは、
ディスカバリ フェーズでネゴシエートされます。
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OAM PDU には、常に低速プロトコルの宛先アドレス（0180.c200.0002）と Ethertype = 8809 が設定
されています。これらは複数のホップには伝播されず、最大伝送速度は毎秒 10 OAM PDU にハード
セットされています。OAM PDU タイプによっては、低品質のリンク上で正常に到達する可能性を増
やすために、複数回送信することがあります。
次の 4 種類の OAM メッセージがサポートされています。

• 情報 OAM PDU：ディスカバリに使用される可変長の OAM PDU。この OAM PDU には、ローカ
ル、リモートおよび組織固有の情報が含まれます。

• イベント通知 OAM PDU：リンク モニタリングに使用される可変長の OAM PDU。このタイプの
OAM PDU は、ハイビット エラーなどの場合に、正常に到達する機会を増やすために、複数回送
信することがあります。イベント通知 OAM PDU は、生成時にタイム スタンプを含めることがで
きます。

• ループバック制御 OAM PDU：リモート ループバック コマンドのイネーブル化とディセーブル化
に使用される、64 バイトの固定長フレームです。
• ベンダー固有 OAM PDU：追加のベンダー固有の拡張を設定できる可変長の OAM PDU。

IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート
IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート機能では、対象のポートをポート単位で設定した後、Link Fault
Status フラグが設定された OAM PDU 制御要求パケットを受信すると、設定されたポートがブロッキ
ング状態に切り替わります。ブロッキング状態で、ポートは OAM PDU を受信し続け、リモート リン
ク ステータスを検出して、リモートリンクが動作するようになると自動的にブロッキング状態から回
復します。Link Fault Status フラグがゼロまたは FALSE に設定された OAM PDU を受信すると、ポー
トはイネーブルになり、ポート上に設定されたすべての VLAN が「forwarding」に設定されます。

（注）

イーサネット OAM のタイムアウト期間を、許容される最小値である 2 秒に設定すると、ポートがブ
ロックからブロック解除へ移行するときに、イーサネット OAM セッションが一時的にドロップされる
ことがあります。この処理はデフォルトでは発生しません。デフォルトのタイムアウト値は 5 秒です。

IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート機能がリリースされるまでは、Link Fault Status フラグが設定
された OAM PDU 制御要求パケットを受信した場合、次の 3 つの処理のうちの 1 つが行われました。
• ポートがエラー ディセーブル状態の場合、ポートは、Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ
プロトコル データ ユニット）パケットを含め、パケットを送受信しませんでした。エラー ディ
セーブル状態の場合、リンクはエラー ディセーブル タイムアウト期間が経過すると自動的に回復
しますが、リモート リンクが動作するようになっても、自動的に回復できません。

• 警告メッセージが表示されるかログに記録され、ポートは動作可能なままになります。
• Link Fault Status フラグは無視されます。

CLI コマンド ethernet oam remote-failure action の新しいキーワード error-block-interface は、
IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート機能とともに導入されました。このコマンドの詳細については、
『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』を参照してください。
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イーサネット接続障害管理
イーサネット Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタンスごと
のエンドツーエンド イーサネット レイヤ OAM プロトコルで、予防的な接続モニタリング、障害検証、
および障害分離の機能が含まれています。エンドツーエンドとは、Provider Edge（PE; プロバイダー
エッジ）から PE または Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）から CE 間です。サービス インスタ
ンス単位とは、VLAN 単位を意味します。
イーサネット接続障害管理の詳細については、
『Ethernet Connectivity Fault Management』を参照してく
ださい。

802.3ah でサポートされるハイアベイラビリティ機能
イーサネット テクノロジーを使用するアクセスおよびサービス プロバイダー ネットワーク、特に

Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）接続を管理するイーサネット OAM コンポーネ
ントでは、High Availability （HA; ハイ アベイラビリティ）が必須です。エンドツーエンドの接続ス
テータスは非常に重要な情報であり、ホット スタンバイの Route Processor（RP; ルート プロセッサ）
（アクティブ RP と同じソフトウェア イメージが用意され、サポートされる機能やプロトコルについて、
RP 間でライン カード、プロトコル、およびアプリケーション状態情報の同期化をサポートするスタン
バイ RP）上で管理する必要があります。エンドツーエンドの接続ステータスは、イーサネット LMI、
CFM、および 802.3ah などのプロトコルが受信した情報に基づき、CE、PE、およびアクセス集約 PE
（uPE）ネットワーク ノードで維持されます。EVC のダウン時には、このステータス情報を使用して、
トラフィックを停止するか、バックアップ パスに切り替えます。Non-Stop Forwarding/Stateful
Switchover（NSF/SSO）および Service Software Upgrade（ISSU）サポート拡張は、Cisco 7600 ルー
タの設定時に自動的に導入され、イネーブルになります。Metro Ethernet クライアント（E-LMI、
CFM、802.3ah）は、プロトコルを通じて学習した設定データおよびダイナミック データを維持しま
す。すべてのトランザクションには、多様なデータベース間でのデータ アクセスまたはデータ更新が
関係します。アクティブ モジュールとスタンバイ モジュールの間でデータベースが同期化されていれ
ば、これらの RP はクライアントに対して透過的に機能します。

Cisco IOS インフラストラクチャはクライアントに対して、ホット スタンバイ RP を維持するための、さ
まざまなコンポーネントの Application Program Interfaces（API; アプリケーション プログラム インター
フェイス）を提供しています。Metro Ethernet HA クライアント（イーサネット LMI、HA/ISSU、CFM
HA/ISSU、802.3ah HA/ISSU）は、このようなコンポーネントと相互作用を行い、データベースを更新
し、他のコンポーネントに対して必要なイベントを発生させます。

802.3ah HA の利点
• Cisco IOS ソフトウェアのイメージ アップグレードの際にも、ネットワークのダウンタイムが生じ
ません。これにより、高いアベイラビリティが実現されます。

• 計画済みのシステム停止や深夜のメンテナンス作業の際の、リソースのスケジューリングの問題が
解消されます。

• アップグレード時にネットワークのダウンタイムが生じないため、新しいサービスやアプリケー
ションの導入が加速化し、新しい機能、ハードウェア、修正プログラムの実装が早まります。

• アップグレード時にネットワークのダウンタイムが生じないため、高いサービス レベルを維持し
ながら、サービス停止に伴う運用コストを削減します。
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802.3ah OAM での NSF/SSO サポート
冗長構成である SSO および NSF は、どちらもイーサネット OAM でサポートされており、自動的にイ
ネーブルになります。アクティブな RP が故障したとき、ネットワーク デバイスから削除されたとき、
またはメンテナンスのために手動で停止されたときに、アクティブな RP からスタンバイ RP へのス
イッチオーバーが発生します。NSF は SSO 機能と連動して、スイッチオーバー後のネットワークのダ
ウンタイムを最小限に抑えます。Cisco NSF の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、IP パケットの
転送を継続することです。

SSO 機能の詳細については、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful
Switchover」を参照してください。NSF 機能の詳細については、『Cisco IOS High Availability
Configuration Guide』の「Cisco Nonstop Forwarding」を参照してください。

802.3ah OAM での ISSU サポート
ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまた
はダウングレードできます。ISSU は、802.3ah で自動的にイネーブルになります。OAM は、スタン
バイ RP に対し、行の追加、削除、更新を含む、連続性チェック データベースの一括更新およびランタ
イム更新を実行します。このチェックポイント データを使用するには、ISSU 機能による、異なるリ
リース間でのメッセージ変換が必要です。アクティブ RP からスタンバイ RP への更新にメッセージを
使用するすべてのコンポーネントは、ISSU をサポートする必要があります。
ISSU は、システムによるサービス提供を継続しながらソフトウェアを変更できるので、定期メンテナ
『Cisco IOS High
ンス作業によるネットワークの可用性への影響を抑えます。ISSU の詳細については、
Availability Configuration Guide』の「Cisco OS In Service Software Upgrade Process」を参照してく
ださい。

イーサネット OAM の設定の方法
• 「インターフェイスでのイーサネット OAM のイネーブル化」（P.8）
• 「リンク モニタリング セッションのディセーブル化およびイネーブル化」（P.9）
• 「リンク モニタリング動作の停止と開始」（P.11）
• 「リンク モニタリング オプションの設定」（P.13）
• 「テンプレートを使用したグローバル イーサネット OAM オプションの設定」（P.16）
• 「Link Fault RFI サポートのためのポートの設定」（P.19）

インターフェイスでのイーサネット OAM のイネーブル化
イーサネット OAM は、インターフェイス上でデフォルトでディセーブルです。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
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4. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
5. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

イーサネット OAM をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam

ステップ 5

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

リンク モニタリング セッションのディセーブル化およびイネーブル化
イーサネット OAM をイネーブルにした場合、リンク モニタリングはデフォルトでイネーブルです。
リンク モニタリング セッションをディセーブルおよびイネーブルにするためには、次のタスクを実行
します。

• 「リンク モニタリング セッションのディセーブル化」（P.9）
• 「リンク モニタリング セッションのイネーブル化」（P.10）

リンク モニタリング セッションのディセーブル化
リンク モニタリング セッションをディセーブルにするためには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
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4. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
5. no ethernet oam link-monitor supported
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitEthernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

イーサネット OAM をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam

ステップ 5

no ethernet oam link-monitor supported

インターフェイスでリンク モニタリングをディセー
ブルにします。

例：
Router(config-if)# no ethernet oam link-monitor
supported

ステップ 6

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

リンク モニタリング セッションのイネーブル化
リンク モニタリング セッションを、ディセーブルにした後、再びイネーブルにするには、次のタスク
を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam link-monitor supported
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5. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitEthernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam link-monitor supported

インターフェイスで、リンク モニタリングをイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
supported

ステップ 5

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

リンク モニタリング動作の停止と開始
リンク モニタリング動作は、イーサネット OAM がインターフェイス上でイネーブルの場合、自動的
に開始します。リンク モニタリング動作が停止した場合、インターフェイスはイベント通知 OAM
PDU をアクティブに送受信しません。この項では、リンク モニタリング動作の停止と開始の方法につ
いて説明します。

• 「リンク モニタリング動作の停止」（P.11）
• 「リンク モニタリング動作の開始」（P.12）

リンク モニタリング動作の停止
リンク モニタリング動作を停止するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
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5. no ethernet oam link-monitor on
6. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

イーサネット OAM をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam

ステップ 5

no ethernet oam link-monitor on

リンク モニタリング動作を停止します。

例：
Router(config-if)# no ethernet oam link-monitor on

ステップ 6

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

リンク モニタリング動作の開始
リンク モニタリング動作を開始するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam link-monitor on
5. exit
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam link-monitor on

リンク モニタリング動作の開始

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor on

ステップ 5

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

リンク モニタリング オプションの設定
リンク モニタリング オプションを指定するには、このオプションのタスクを実行します。ステップ 4
～ 10 は、任意の順序で実行できます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
5. ethernet oam link-monitor high-threshold action error-disable-interface
6. ethernet oam link-monitor frame {threshold {high {none | high-frames} | low low-frames} |
window milliseconds}
7. ethernet oam link-monitor frame-period {threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window frames}
8. ethernet oam link-monitor frame-seconds {threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window milliseconds}
9. ethernet oam link-monitor receive-crc {threshold {high {high-frames | none} | low low-frames}
| window milliseconds}
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10. ethernet oam link-monitor transmit-crc {threshold {high {high-frames | none} | low low-frames}
| window milliseconds}
11. ethernet oam link-monitor symbol-period {threshold {high {none | high-symbols} | low
low-symbols} | window symbols}
12. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを特定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitEthernet 3/8

ステップ 4

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

イーサネット OAM をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam

ステップ 5

ethernet oam link-monitor high-threshold action
error-disable-interface

エラーの上限しきい値が超過する場合、イーサネッ
ト OAM インターフェイス上で、エラー ディセーブ
ル機能を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
high-threshold action error-disable-interface

ステップ 6

ethernet oam link-monitor frame {threshold
{high {none | high-frames} | low low-frames} |
window milliseconds}

その数に到達すると、処理がトリガーされるエラー
フレームの数を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
frame window 399

ステップ 7

ethernet oam link-monitor frame-period
{threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window frames}

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
frame-period threshold high 599

14

ポーリングされるフレーム数を設定します。
フレーム期間は、ユーザ定義のパラメータです。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ethernet oam link-monitor frame-seconds
{threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window milliseconds}

エラーフレームがカウントされる期間を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
frame-seconds window 699

ステップ 9

ethernet oam link-monitor receive-crc
{threshold {high {high-frames | none} | low
low-frames} | window milliseconds}

Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）エ
ラーがある入力フレームを一定時間モニタするよう
に、イーサネット OAM インターフェイスを設定し
ます。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
receive-crc window 99

ステップ 10

ethernet oam link-monitor transmit-crc
{threshold {high {high-frames | none} | low
low-frames} | window milliseconds}

CRC エラーがある出力フレームを一定期間モニタす
るように、イーサネット OAM インターフェイスを
設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
transmit-crc threshold low 199

ステップ 11

ethernet oam link-monitor symbol-period
{threshold {high {none | high-symbols} | low
low-symbols} | window symbols}

エラー シンボルのしきい値またはウィンドウをシン
ボル数で設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor
symbol-period threshold high 299

ステップ 12

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

例
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

Router(config)# interface gigabitEthernet 3/8
Router(config-if)#
Router(config-if)# ethernet oam
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor high-threshold action error-disable-interface
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor frame window 399
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor frame-period threshold high 599
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor frame-seconds window 699
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor receive-crc window 99
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor transmit-crc threshold low 199
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor symbol-period threshold high 299
Router(config-if)# exit

Router# show running-config
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Building configuration...
Current configuration : 5613 bytes
!
!
version 12.2
!
!
.
.
.
!
!
interface GigabitEthernet3/8
no ip address
ethernet oam link-monitor high-threshold action error-disable-interface
ethernet oam link-monitor frame window 399
ethernet oam link-monitor frame-period threshold high 599
ethernet oam link-monitor frame-seconds window 699
ethernet oam link-monitor receive-crc window 99
ethernet oam link-monitor transmit-crc threshold low 199
ethernet oam link-monitor symbol-period threshold high 299
ethernet oam

テンプレートを使用したグローバル イーサネット OAM オプションの設定
複数のイーサネット OAM インターフェイス上で、オプションの共通セットの設定に使用するテンプ
レートを作成するには、次のタスクを実行します。ステップ 4 ～ 10 はオプションです。また任意の順
序で実行できます。この手順を繰り返して、別のオプションを設定することができます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. template template-name
4. ethernet oam link-monitor receive-crc {threshold {high {high-frames | none} | low low-frames}
| window milliseconds}
5. ethernet oam link-monitor transmit-crc {threshold {high {high-frames | none} | low low-frames}
| window milliseconds}
6. ethernet oam link-monitor symbol-period {threshold {high {none | high-symbols} | low
low-symbols} | window symbols}
7. ethernet oam link-monitor high-threshold action error-disable-interface
8. ethernet oam link-monitor frame {threshold {high {none | high-frames} | low low-frames} |
window milliseconds}
9. ethernet oam link-monitor frame-period {threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window frames}
10. ethernet oam link-monitor frame-seconds {threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window milliseconds}
11. exit
12. interface type number
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13. source template template-name
14. exit
15. exit
16. show running-config
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

template template-name

テンプレートを設定し、CLI をテンプレート コン
フィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# template oam-temp

ステップ 4

ethernet oam link-monitor receive-crc
{threshold {high {high-frames | none} | low
low-frames} | window milliseconds}

CRC エラーがある入力フレームを一定期間モニタす
るように、イーサネット OAM インターフェイスを
設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor receive-crc window 99

ステップ 5

ethernet oam link-monitor transmit-crc
{threshold {high {high-frames | none} | low
low-frames} | window milliseconds}

CRC エラーがある出力フレームを一定期間モニタす
るように、イーサネット OAM インターフェイスを
設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor transmit-crc threshold low 199

ステップ 6

ethernet oam link-monitor symbol-period
{threshold {high {none | high-symbols} | low
low-symbols} | window symbols}

エラー シンボルのしきい値またはウィンドウをシン
ボル数で設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor symbol-period threshold high 299

ステップ 7

ethernet oam link-monitor high-threshold action
error-disable-interface

エラーの上限しきい値が超過する場合、イーサネッ
ト OAM インターフェイス上で、エラー ディセーブ
ル機能を設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor high-threshold action
error-disable-interface
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ethernet oam link-monitor frame {threshold
{high {none | high-frames} | low low-frames} |
window milliseconds}

その数に到達すると、処理がトリガーされるエラー
フレームの数を設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor frame window 399

ステップ 9

ethernet oam link-monitor frame-period
{threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window frames}

ポーリングされるフレーム数を設定します。
フレーム期間は、ユーザ定義のパラメータです。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor frame-period threshold high 599

ステップ 10

ethernet oam link-monitor frame-seconds
{threshold {high {none | high-frames} | low
low-frames} | window milliseconds}

エラーフレームがカウントされる期間を設定します。

例：
Router(config-template)# ethernet oam
link-monitor frame-seconds window 699

ステップ 11

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-template)# exit

ステップ 12

interface type number

例：

テンプレートを使用するインターフェイスを特定し、
CLI をインターフェイス コンフィギュレーション
モードにします。

Router(config)# interface gigabitEthernet 3/8

ステップ 13

source template template-name

テンプレートに設定されたオプションをインター
フェイスに適用します。

例：
Router(config-if)# source template oam-temp

ステップ 14

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 15

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit

ステップ 16

show running-config

例：
Router# show running-config
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Link Fault RFI サポートのためのポートの設定
受信した OAM PDU 制御要求パケットで、Link Fault Status フラグが設定されている場合、ポートをブ
ロッキング状態にするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam remote-failure {critical-event | dying-gasp | link-fault} action
{error-block-interface | error-disable-interface}
5. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

CLI をインターフェイス コンフィギュレーション
モードにします。

例：
Router(config)# interface fastethernet 1/2

ステップ 4

ethernet oam remote-failure {critical-event |
dying-gasp | link-fault} action
{error-block-interface |
error-disable-interface}

Critical Event が発生した場合に、インターフェイス
をブロッキング状態に設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam remote-failure
critical-event action error-block-interface

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
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イーサネット OAM に関する設定例
次の例では、テンプレートを使用してイーサネット OAM オプションを設定し、インターフェイスを設
定することで設定を上書きする手順を示します。この例では、ネットワークは、カスタマー エッジ デ
バイスとプロバイダー エッジ デバイスとの間で、ギガビット イーサネット インターフェイスをサポー
トしています。
! Configure a global OAM template for both PE and CE configuration.
!
Router(config)# template
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
Router(config-template)#
error-disable-interface
Router(config-template)#
!

oam
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet

oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam
oam

link-monitor symbol-period threshold low 10
link-monitor symbol-period threshold high 100
link-monitor frame window 100
link-monitor frame threshold low 10
link-monitor frame threshold high 100
link-monitor frame-period window 100
link-monitor frame-period threshold low 10
link-monitor frame-period threshold high 100
link-monitor frame-seconds window 1000
link-monitor frame-seconds threshold low 10
link-monitor frame-seconds threshold high 100
link-monitor receive-crc window 100
link-monitor receive-crc threshold high 100
link-monitor transmit-crc window 100
link-monitor transmit-crc threshold high 100
remote-failure dying-gasp action

exit

! Enable Ethernet OAM on the CE interface
!
Router(config)# interface gigabitethernet 4/1/1
Router(config-if)# ethernet oam
!
! Apply the global OAM template named "oam" to the interface.
!
Router(config-if)# source template oam
!
! Configure any interface-specific link monitoring commands to override the template
configuration. The following example disables the high threshold link monitoring for
receive CRC errors.
!
Router(config-if)# ethernet oam link-monitor receive-crc threshold high none
!
! Enable Ethernet OAM on the PE interface
!
Router(config)# interface gigabitethernet 8/1/1
Router(config-if)# ethernet oam
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!
! Apply the global OAM template named "oam" to the interface.
!
Router(config-if)# source template oam

次では、さまざまなイーサネット OAM 設定およびアクティビティを検証する手順の例を示します。

OAM セッションの検証
次では、ローカル OAM クライアント（ギガビット イーサネット インターフェイス Gi6/1/1）が、リ
モート クライアント（MAC アドレス 0012.7fa6.a700、シスコの OUI、OUI 00000C）とのセッション
を実行する例を示します。リモート クライアントはアクティブで、OAM セッションでリンク モニタ
リングとリモート ループバックを実行する機能が確立されています。
Router# show ethernet oam summary
Symbols:
* - Master Loopback State, # - Slave Loopback State
Capability codes: L - Link Monitor, R - Remote Loopback
U - Unidirection, V - Variable Retrieval
Local
Interface
Gi6/1/1

Remote
MAC Address
OUI
Mode
0012.7fa6.a700 00000C active

Capability
L R

OAM ディスカバリ ステータスの検証
次では、ローカル クライアントとリモート ピアの OAM ディスカバリ ステータスを検証する例を示し
ます。
Router# show ethernet oam discovery interface gigabitethernet6/1/1
GigabitEthernet6/1/1
Local client
-----------Administrative configurations:
Mode:
active
Unidirection:
not supported
Link monitor:
supported (on)
Remote loopback:
not supported
MIB retrieval:
not supported
Mtu size:
1500
Operational status:
Port status:
operational
Loopback status:
no loopback
PDU permission:
any
PDU revision:
1
Remote client
------------MAC address: 0030.96fd.6bfa
Vendor(oui): 0x00 0x00 0x0C (cisco)
Administrative configurations:
Mode:
active
Unidirection:
not supported
Link monitor:
supported
Remote loopback:
not supported
MIB retrieval:
not supported
Mtu size:
1500
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情報 OAMPDU と障害統計情報の検証
次では、情報 OAM PDU とローカルおよびリモートの障害に関する統計情報を検証する例を示します。
Router# show ethernet oam statistics interface gigabitethernet6/1/1
GigabitEthernet6/1/1
Counters:
--------Information OAMPDU Tx
Information OAMPDU Rx
Unique Event Notification OAMPDU Tx
Unique Event Notification OAMPDU Rx
Duplicate Event Notification OAMPDU TX
Duplicate Event Notification OAMPDU RX
Loopback Control OAMPDU Tx
Loopback Control OAMPDU Rx
Variable Request OAMPDU Tx
Variable Request OAMPDU Rx
Variable Response OAMPDU Tx
Variable Response OAMPDU Rx
Cisco OAMPDU Tx
Cisco OAMPDU Rx
Unsupported OAMPDU Tx
Unsupported OAMPDU Rx
Frames Lost due to OAM
Local Faults:
------------0 Link Fault records
2 Dying Gasp records
Total dying gasps
:
Time stamp
:
Total dying gasps
:
Time stamp
:
0 Critical Event records

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

588806
988
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0

4
00:30:39
3
00:32:39

Remote Faults:
-------------0 Link Fault records
0 Dying Gasp records
0 Critical Event records
Local event logs:
----------------0 Errored Symbol Period records
0 Errored Frame records
0 Errored Frame Period records
0 Errored Frame Second records
Remote event logs:
-----------------0 Errored Symbol Period records
0 Errored Frame records
0 Errored Frame Period records
0 Errored Frame Second records

リンク モニタリング設定とステータスの検証
次では、ローカル クライアント上でリンク モニタリング設定とステータスを検証する例を示します。
例の中で、強調されている Status フィールドは、リンク モニタリング ステータスがサポートされ、イ
ネーブルであることを示します。
Router# show ethernet oam status interface gigabitethernet6/1/1

22

イーサネット OAM の使用
その他の参考資料

GigabitEthernet6/1/1
General
------Mode:
PDU max rate:
PDU min rate:
Link timeout:
High threshold action:

active
10 packets per second
1 packet per 1 second
5 seconds
no action

Link Monitoring
--------------Status: supported (on)
Symbol Period Error
Window:
Low threshold:
High threshold:
Frame Error
Window:
Low threshold:
High threshold:
Frame Period Error
Window:
Low threshold:
High threshold:
Frame Seconds Error
Window:
Low threshold:
High threshold:

1 million symbols
1 error symbol(s)
none

10 x 100 milliseconds
1 error frame(s)
none
1 x 100,000 frames
1 error frame(s)
none
600 x 100 milliseconds
1 error second(s)
none

リモート OAM クライアントのステータスの検証
次では、ローカル クライアント インターフェイス Gi6/1/1 が、リモート クライアントに接続されてい
る例を示します。Mode フィールドと Capability フィールドの値に注意してください。
Router# show ethernet oam summary
Symbols:
* - Master Loopback State, # - Slave Loopback State
Capability codes: L - Link Monitor, R - Remote Loopback
U - Unidirection, V - Variable Retrieval
Local
Interface
Gi6/1/1

Remote
MAC Address
OUI
Mode
0012.7fa6.a700 00000C active

Capability
L R

その他の参考資料
関連資料
関連トピック

参照先

イーサネット CFM

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の
「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network」

イーサネット LMI

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Local Management Interface」
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関連トピック

参照先

PE デバイス上でのイーサネット LMI の設定

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の「Configuring
Ethernet Local Management Interface at a Provider Edge」

Cisco IOS キャリア イーサネットのコマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

規格
標準

タイトル

IEEE Draft P802.3ah/D3.3

『Ethernet in the First Mile - Amendment』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

MIB
MIB

MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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。

コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ
れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/command/reference/ce_book.html）を参照してくださ
い。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にあ
る Command Lookup Tool を使用するか、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『Cisco IOS Master
Command List, All Releases』を参照してください。

• clear ethernet oam statistics
• debug ethernet oam
• ethernet oam
• ethernet oam link-monitor frame
• ethernet oam link-monitor frame-period
• ethernet oam link-monitor frame-seconds
• ethernet oam link-monitor high-threshold action
• ethernet oam link-monitor on
• ethernet oam link-monitor receive-crc
• ethernet oam link-monitor supported
• ethernet oam link-monitor symbol-period
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• ethernet oam link-monitor transmit-crc
• ethernet oam remote-failure action
• ethernet oam remote-loopback
• ethernet oam remote-loopback（インターフェイス）
• show ethernet oam discovery
• show ethernet oam statistics
• show ethernet oam status
• show ethernet oam summary
• source template（eoam）
• template（eoam）

イーサネット OAM の使用に関する機能情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。次の表には、
Cisco IOS Release 12.2(33)SRA、Cisco IOS Release 12.2(33)SXH、Cisco IOS Release 12.4(15)T2、
および Cisco IOS Release 12.2(33)SXI 以降のリリースで新たに導入または変更された機能のみが記載
されています。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特
定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature
Navigator 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。

（注）
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表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連
の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

イーサネット OAM の使用
イーサネット OAM の使用に関する機能情報

表 1

イーサネット OAM の使用に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

イーサネット OAM

12.2(33)SRA
12.2(33)SXH
12.4(15)T2
Cisco IOS XE
3.1.0SG

イーサネット OAM は、メトロ イーサネット ネットワーク
およびイーサネット WAN の設置、モニタリング、トラブ
ルシューティングのためのプロトコルです。イーサネット
OAM は、OSI モデルのデータ リンク層の新しいオプショ
ン サブレイヤを使用します。このプロトコルによって提供
される OAM の機能には、ディスカバリ、リンク モニタリ
ング、リモート障害検知、リモート ループバック、および
Cisco Proprietary Extension（シスコ独自の拡張機能）があ
ります。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「イーサネット OAM」（P.2）
（P.3）
• 「Cisco IOS におけるイーサネット OAM の実装」

• 「OAM の機能」（P.4）
• 「OAM メッセージ」（P.5）
• 「802.3ah でサポートされるハイアベイラビリティ機
能」（P.7）
イーサネット OAM 機能は、Cisco IOS Release 12.4(15)T
に統合されています。
イーサネット OAM 機能は、Cisco IOS
Release 12.2(33)SXH に統合されています。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。clear
ethernet oam statistics、debug ethernet oam、ethernet
oam、ethernet oam link-monitor frame、ethernet oam
link-monitor frame-period、ethernet oam link-monitor
frame-seconds、ethernet oam link-monitor
high-threshold action、ethernet oam link-monitor on、
ethernet oam link-monitor receive-crc、ethernet oam
link-monitor supported 、ethernet oam link-monitor
symbol-period、ethernet oam link-monitor
transmit-crc、ethernet oam remote-loopback、ethernet
oam remote-loopback（インターフェイス）、show
ethernet oam discovery、show ethernet oam statistics、
show ethernet oam status、show ethernet oam
summary、source template（eoam）、template（eoam）

IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート

12.2(33)SXI

IEEE 802.3ah リンク障害 RFI サポート機能では、対象の
ポートをポート単位で設定した後、Link Fault Status フラ
グが設定された OAM PDU 制御要求パケットを受信する
と、設定されたポートがブロッキング状態に切り替わりま
す。ブロッキング状態で、ポートは OAM PDU を受信し続
け、リモート リンク ステータスを検出して、リモート リ
ンクが動作するようになると自動的にブロッキング状態か
ら回復します。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

ethernet oam remote-failure action
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表 1

イーサネット OAM の使用に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

802.3ah OAM での ISSU サポート

12.2(33)SRD
Cisco IOS XE
3.1.0SG

802.3ah OAM での ISSU サポート機能を使用すると、パ
ケットのフローを中断せずに、ソフトウェアをアップグ
レードまたはダウングレードできます。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRD では、この機能が Cisco
7600 シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「802.3ah OAM での ISSU サポート」（P.8）

802.3ah OAM での NSF/SSO サポート

12.2(33)SRD
Cisco IOS XE
3.1.0SG

802.3ah OAM での NSF/SSO サポート機能を使用すると、
アクティブ モードおよびスタンバイ モードのデュアル ルー
ト プロセッサをサポートするプロセスが、スイッチオー
バー後もパケット転送を継続できます。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRD では、この機能が Cisco
7600 シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「802.3ah OAM での NSF/SSO サポート」（P.8）
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2006–2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
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All rights reserved.
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サービス プロバイダー ネットワークでの
IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
イーサネット Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）は、サービスごとのエンドツー
エンド イーサネット レイヤ Operations, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管理およびメン
テナンス）プロトコルです。CFM には、大規模イーサネット Metropolitan-Area Network（MAN; メ
トロポリタンエリア ネットワーク）および WAN の予防的な接続モニタリング、障害検証、および障
害分離の機能が含まれています。
イーサネットが MAN および WAN テクノロジーとして使用されるようになり、従来のエンタープライ
ズ ネットワークのみを中心としたイーサネットの運用に、新しく OAM 要件が加わっています。イー
サネット テクノロジーが、エンタープライズ ネットワークよりはるかに大規模で複雑なネットワーク
と、広範なユーザ ベースを持つサービス プロバイダーの領域に拡大するのに伴い、リンク アップタイ
ムの運用管理が不可欠になっています。さらに重要なことに、障害の迅速な分離とその対処は、今や通
常の日常的運用で必須であり、OAM がサービス プロバイダーの競争力に直接影響を及ぼします。
このマニュアルでは、Cisco IOS ソフトウェアでの IEEE 802.1ag 標準準拠 CFM（IEEE CFM）の実装
について説明します。

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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および
各機能がサポートされているリリースのリストについては、「サービス プロバイダー ネットワークでの
IEEE イーサネット CFM の設定に関する機能情報」（P.88）を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator 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。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
この章の構成

この章の構成
• 「サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定に関する前提条件」
（P.2）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定に関する制約事項」
（P.2）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定に関する情報」（P.3）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定手順」（P.15）
• 「ブリッジ ドメインに対する CFM の設定」（P.75）
• 「その他の参考資料」（P.86）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定に関する機能情報」
（P.88）

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定に関する前提条件
• ネットワーク トポロジおよびネットワーク管理者が評価済みである。
• ビジネス ポリシーおよびサービス ポリシーが確立されている。
• Maintenance Endpoint（MEP; メンテナンス エンドポイント）、Maintenance Intermediate Point
（MIP; メンテナンス中間ポイント）、レベル、サービス インスタンス ID、クロスチェック タイ
マー、クロスチェック、およびドメインで、CFM の設定に関連してサポートされているすべての
コマンドに対し、Parser Return Code（PRC）コードが実装されている。
• Non-Stop Forwarding（NSF）および In Service Software Upgrade（ISSU）を使用するには、
Stateful Switchover（SSO）が設定され、正しく動作する必要があります。
• CFM と Per VLAN Spanning Tree（PVST）Simulation 機能を導入するには、Spanning Tree
Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）ルート スイッチが、Multiple Spanning-Tree
（MST）領域内に存在する必要があります。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定に関する制約事項
• IEEE CFM サブシステムは、Cisco pre-Standard CFM Draft 1 サブシステムと同じイメージには共
存しません。

• IEEE CFM メッセージングと D1 CFM メッセージングは相互運用できません。
• IEEE CFM は、LAN カード上でサポートされ、SPA Interface Processor 400（SIP400）WAN カー
ドでのみサポートされます（CFM をサポートしないラインカードはブートせず、エラー メッセー
ジを表示します）。

• サポートされていないラインカードは、取り外すか、オフにする必要があります。
• CFM を設定するポート チャネルとして 物理ポートを設定する場合、次の制約が適用されます。
– ポート チャネルの CFM 設定の一部として設定される VLAN を、物理ポートが使用できる必
要があります。
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– セカンダリ ポート チャネル上の CFM はサポートされていません。
– Fast EtherChannel（FEC; ファースト イーサネット チャネル）ポート チャネル上の CFM はサ
ポートされていません。

• ソフトウェアベースおよびハードウェアベースの Ethernet over Multiprotocol Label Switching
（EoMPLS）は、SIP400 WAN カードでのみサポートされています。
• CFM は、MPLS の Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスでは、全機能がサポートさ
れません。CFM と EoMPLS 疑似ワイヤ間で、相互作用は行われません。CFM パケットは、疑似
ワイヤ経由でのみ、通常のデータ パケットと同様に透過的に渡されます。ただし、次の制限があ
ります。

– MPLS アップリンク ポートとして Cisco Catalyst LAN カードを使用する Policy Feature Card
（PFC; ポリシー フィーチャ カード）ベースの EoMPLS の場合、通常のデータ パケットと同
様、EoMPLS 疑似ワイヤ経由で CFM パケットを透過的に渡すことができます。ただし、
CFM MEP や MIP は通常のレイヤ 2 スイッチポート インターフェイス上でサポートできます
が、EoMPLS エンドポイント インターフェイスを MEP や MIP としては使用できません。
• CFM で High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）機能がサポートされるかどうかは、プラット
フォームに依存します。

• CFM loopback メッセージは、そのメンテナンス レベルに応じたメンテナンス ドメインのみに限
定されません。CFM loopback メッセージがそのメンテナンス レベルのみに限定されないことは、
次の各レベルに影響を与えます。

– アーキテクチャ：loopback メッセージについて、CFM レイヤリングに違反が発生します。
– 導入：ユーザがネットワークの設定を誤ったために、loopback メッセージが成功する可能性
があります。

– セキュリティ：不正なデバイスが、デバイスの MAC アドレスとレベルを認識する場合、本
来、透過的であるべきネットワーク トポロジが探索される可能性があります。

• ブロックされたポートでは、PVST シミュレーションがサポートされません。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定に関する情報
イーサネット CFM を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「IEEE CFM」（P.4）
• 「カスタマー サービス インスタンス」（P.4）
• 「メンテナンス アソシエーション」（P.5）
• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス ポイント」（P.7）
• 「CFM メッセージ」（P.10）
• 「クロスチェック機能」（P.11）
• 「SNMP トラップ」（P.12）
• 「イーサネット CFM とイーサネット OAM のインターワーキング」（P.12）
• 「CFM での HA 機能のサポート」（P.13）
• 「IEEE CFM のブリッジ ドメインのサポート」（P.14）
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IEEE CFM
イーサネット CFM は、サービスごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ OAM プロトコルで、
予防的な接続モニタリング、障害検証、および障害分離の機能が含まれています。エンドツーエンドと
は、PE から PE、または CE から CE 間です。サービスは、サービス プロバイダー VLAN（S-VLAN）
または EVC サービスです。

CFM がエンドツーエンド テクノロジーであることが、他のメトロイーサネット OAM プロトコルとの
違いです。たとえば、MPLS、ATM、および SONET OAM は、イーサネット ワイヤのデバッグに役
立ちますが、必ずしもエンドツーエンドではありません。802.3ah OAM は、物理回線ごとのシングル
ホップ プロトコルであり、エンドツーエンド方式でも、サービス認識方式でもありません。Ethernet
Local Management Interface（E-LMI; イーサネット ローカル管理インターフェイス）は、ユーザエン
ドのプロバイダー エッジ（uPE）と CE の間に限定され、メトロイーサネット ネットワークのステー
タスの CE への報告は、CFM に依存します。
イーサネット レイヤ 2 サービスを提供するキャリア ネットワークのトラブルシューティングは困難な
作業です。カスタマーはエンドツーエンドのイーサネット サービスについてサービス プロバイダーに
問い合わせます。サービス プロバイダーがオペレータの下請け業者として、機器やネットワークを提
供することもあります。従来からイーサネットが導入されてきたエンタープライズ ネットワークと比
較して、これらの構成ネットワークは個別の組織や部門に属し、はるかに大規模で複雑であり、広い
ユーザ ベースを持っています。サービス プロバイダーにとって、日常の運用におけるリンクのアップ
タイムの運用管理や、障害の迅速な分離と対処は重要で、イーサネット CFM が競争上の優位性をもた
らします。

IEEE CFM の利点
IEEE CFM には次の利点があります。
• エンドツーエンドのサービスレベル OAM テクノロジー
• サービス プロバイダーのイーサネット ネットワークでの運用コストの削減
• サービス プロバイダーの競争上の優位性
• DOWN（回線向き）MEP により、分散環境とアクセス ネットワーク環境の両方をサポート

カスタマー サービス インスタンス
Customer Service Instance（CSI; カスタマー サービス インスタンス）は、イーサネットの島の中で
VLAN によって特定され、グローバルに一意のサービス ID によって識別される EVC です。カスタ
マー サービスは、ポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントです。図 1 に、2 つ
のカスタマー サービスを示します。「サービス グリーン」は、ポイントツーポイントであり、「サービ
ス ブルー」は、マルチポイントツーマルチポイントです。
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図 1
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メンテナンス アソシエーション
メンテナンス アソシエーションは、メンテナンス ドメイン内で一意に識別できるサービスを識別しま
す。ドメイン内に、多くの MA が存在することができます。MA 方向は、MA の設定時に指定されま
す。MEP を設定するには、短い MA 名がドメイン上に設定されている必要があります。MIP しかない
デバイスに、MA を設定する必要はありません。

CFM プロトコルは、特定の MA について動作します。

メンテナンス ドメイン
メンテナンス ドメインは、ネットワークの管理を行うための管理空間です。ドメインは、単一のエン
ティティによって所有および運用され、一連の内部ポートとその境界ポートによって定義されます。
図 2 に、一般的なメンテナンス ドメインを示します。
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図 2
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管理者は一意のメンテナンスレベル（0 ～ 7）を各ドメインに割り当てます。レベルとドメイン名は、
ドメイン間の階層関係を定義するのに便利です。ドメインの階層関係は、カスタマー、サービス プロ
バイダー、オペレータの構造と同様です。ドメインが大きいほど、レベルを表す数字は大きくなりま
す。たとえば、カスタマー ドメインは、オペレータ ドメインより大きい数字です。カスタマー ドメイ
ンのメンテナンス レベルが 7、オペレータ ドメインのメンテナンス レベルが 0 というように設定され
ます。通常、オペレータ ドメインが最も小さく、カスタマー ドメインが最も大きく、サービス プロバ
イダー ドメインはその中間のサイズに設定されます。階層のすべてのレベルは、連動する必要があり
ます。

1 つのドメインを複数のエンティティが管理することは許可されていないので、ドメインは交差できま
せん。ドメインがネストしたり接触したりすることは可能ですが、2 つのドメインがネストする場合、
外側のドメインのメンテナンス レベルは、内側のドメインのメンテナンス レベルよりも大きくなけれ
ばなりません。ドメインのネストは、サービス プロバイダーが 1 つまたは複数のオペレータとの間で、
イーサネット サービスをカスタマーに提供する契約を締結する場合に便利です。各オペレータはそれ
ぞれ専用のメンテナンス ドメインを持ち、サービス プロバイダーは、オペレータ ドメインのスーパー
セットとして自分のドメインを定義します。さらにカスタマーは、サービス プロバイダー ドメインの
スーパーセットとして、専用のエンドツーエンドのドメインを持ちます。ネストするドメインのメンテ
ナンス レベルは、管理組織間で通知し合う必要があります。たとえば、1 つのアプローチとして、オペ
レータのメンテナンス レベルをサービス プロバイダーが割り当てるようにすることができます。

CFM はメッセージを交換し、ドメインの操作を個別に実行します。たとえば、オペレータ レベルで
CFM を実行すると、それより高いレベルのプロバイダー レベルやカスタマー レベルからネットワーク
は検出できません。
ドメインと設定については、ネットワーク設計者が決定します。
サポートされているドメインの特性は次のとおりです。

• 名前は最大 154 文字です。
• ドメイン「null」がサポートされ、短いメンテナンス アソシエーション名が ID として使用されます。
• MIP しかないデバイスに、ドメイン設定を設定する必要はありません。
• 方向は、メンテナンス アソシエーションの設定時に指定されます。
• Up（ブリッジ方向）MEP と Down（回線方向）MEP を混在させることができます。
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ドメインを削除するには、ドメイン内のすべてのメンテナンス ポートを削除し、ドメインの CCDB に
あるすべてのリモート MEP エントリを消去する必要があります。
図 3 に、オペレータ、サービス プロバイダー、およびカスタマーの各ドメインの階層と、ドメインの
接触、交差、ネストを示します。
図 3

イーサネット CFM メンテナンス ドメインの階層
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メンテナンス ポイント
メンテナンス ポイントは、メンテナンス ドメイン内の CFM に参加するインターフェイスまたはポー
ト上の境界点です。デバイス ポート上のメンテナンス ポイントは、正しいレベルに属していないフ
レームをドロップし、CFM フレームをドメインの境界内に限定するフィルタとして動作します。メン
テナンス ポイントは、シスコ デバイス上で明示的に設定する必要があります。メンテナンス ポイント
には、MEP と MIP の 2 つのクラスがあります。

メンテナンス アソシエーション エンドポイント
Maintenance Association Endpoint（MEP; メンテナンス アソシエーション エンドポイント）は、メン
テナンス ドメインのエッジに存在し、メンテナンス ドメイン レベルによって、CFM メッセージをド
メイン内に限定します。MEP は、ドメイン内の他の MEP との間で、定期的に Continuity Check
Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）を送受信します。管理者の要求に応じて、linktrace
メッセージや loopback メッセージを送信することもできます。MEP は、「Up」（ブリッジ方向）か
「Down」（回線方向）のいずれかです。デフォルトの方向は Up です。
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ポート MEP は、VLAN のない Down MEP をサポートし、静的リモート MEP が検出されると、通常
のデータ トラフィックが停止されます。

MEP 設定を削除するには、保留中のすべての loopback 応答と traceroute 応答が削除され、インター
フェイス上のサービスがトランスペアレント モードに設定されている必要があります。サービスをト
ランスペアレント モードに設定するには、MIP フィルタリングが設定されていない状態である必要が
あります。

Up MEP
Up MEP は、ブリッジ リレー機能を経由して通信し、Bridge-Brain MAC アドレスを使用します。Up
MEP は、次の機能を実行します。
• MEP が設定されているポートに接続された回線経由ではなく、ブリッジ リレー経由で、自分と同
じレベルの CFM フレームを送受信します。
• 回線方向から着信する自分と同レベル（または下位レベル）の CFM フレームをすべてドロップし
ます。

• ブリッジ方向から着信する自分と同レベルの CFM フレームをすべて処理します。
• ブリッジ方向から着信する下位レベルの CFM フレームをすべてドロップします。
• ブリッジ側と回線側のどちらから着信したフレームでも、上位レベルの CFM フレームはすべて透
過的に転送します。

• Up MEP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによってブロックされた場合
でも、MEP はブリッジ機能経由で CFM メッセージを送受信できます。
ルーテッド ポートおよびスイッチ ポート用の Down MEP
Down MEP は回線経由で通信し、ルーテッド ポートおよびスイッチ ポート上に配置することができま
す。MIP を Down MEP よりも上位レベルに設定する必要はありません。

Down MEP は、ポートの MAC アドレスを使用します。ポート チャネル上の Down MEP は、最初の
メンバ ポートの MAC アドレスを使用します。ポート チャネルのメンバが変更されても、Down MEP
の ID を変更する必要はありません。
Down MEP は、次の機能を実行します。
• MEP が設定されているポートに接続された回線経由で、自分と同じレベルの CFM フレームを送
受信します。

• ブリッジ方向から着信する自分と同レベル（または下位レベル）の CFM フレームをすべてドロッ
プします。

• 回線方向から着信する自分と同レベルの CFM フレームをすべて処理します。
• 回線方向から着信する下位レベルの CFM フレームをすべてドロップします。
• Down MEP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによってブロックされた場
合でも、MEP は回線経由で CFM メッセージを送受信できます。
• ブリッジ側と回線側のどちらから着信したフレームでも、上位レベルの CFM フレームはすべて透
過的に転送します。

メンテナンス中間ポイント
Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）は、メンテナンス ドメインの内側
に存在し、MEP から着信した情報をカタログ化し、転送します。MIP は、CFM linktrace メッセージ
および loopback メッセージにのみ応答するパッシブ ポイントです。MIP には、1 つのレベルのみが関
連付けられています。
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MIP は、ポート フィルタリング エンティティの上側に存在する Up MHF とポート フィルタリング エ
ンティティの下側に存在する Down MHF の、2 つの MIP Half Function（MHF）として定義されます。
MIP の両方の MHF には、次のように同じ設定パラメータと特性が適用されます。
• 手動または動的に（自動 MIP）作成できます。
• 管理対象オブジェクトに設定されたポリシーに従って、動的に作成されます（MA、管理ドメイ
ン、つまりデフォルトのドメイン レベル）。

• 手動 MIP は、インターフェイスの下、またはインターフェイス内のサービス インスタンスの下に
作成できます。

• 自動 MIP コマンドは、グローバルにも、1 つのドメインまたはサービスの下でも実行できます。
• 自動 MIP は、特定の MA に関連付けられていない場合、デフォルトのメンテナンス ドメイン レベ
ルで VLAN に対して作成するか、または次のように作成することができます。
– 指定したレベルで、任意のブリッジ ポート上のメンテナンス ドメインまたは MA に対して作
成する。

– lower MEP-only オプションを指定すると、メンテナンス ドメインまたは MA のすぐ下のレベ
ルに MEP が設定されている場合のみ、指定したレベルに自動 MIP が作成される。
– 自動 MIP コマンドをドメイン レベルまたは MA レベルで実行しない限り、メンテナンス ドメ
インまたは MA レベルで自動 MIP は作成されない。
– 自動 MIP コマンドをドメイン レベルでは実行しないが、MA レベルで実行した場合、自動
MIP は MA レベルで作成される。
• MA ごとに作成することができます。つまり、MEP がある別の MA の下のレベルの MA に MIP
を作成できます。

• 自動 MIP 作成コマンドは、メンテナンス ドメイン（レベル）で実行できます。これにより、ポー
ト上で有効なまたは許可されたすべての S-VLAN に対して MIP が作成されます。
• ドメインの内側には作成できますが、境界上には作成できません。
• MEP および他の MIP から受信された CFM は、回線とブリッジ リレーの両方を使用して、カタロ
グ化され転送されます。

• MIP フィルタリングをイネーブルにすると、下位レベルのすべての CFM フレームは、回線側とブ
リッジ リレー側のどちらから受信したフレームでも、すべて停止またはドロップされます。

• 上位レベルの CFM フレームは、回線側とブリッジ リレー側のどちらから受信したフレームでも、
すべて転送されます。

• パッシブ ポイントは、CFM traceroute および loopback メッセージによってトリガーされた場合の
み応答します。

• Bridge-Brain MAC アドレスが使用されます。

MIP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによってブロックされると、MIP は
CFM メッセージを受信してカタログ化することはできますが、ブリッジ リレー方向には送信できませ
ん。MIP は、回線側からの CFM メッセージを受信し、応答することができます。
MIP には、1 つのレベルのみが関連付けられています。レベル フィルタリング オプションがサポート
されています。
図 4 に、オペレータ レベル、サービス プロバイダー レベル、およびカスタマー レベルの MEP と MIP
を示します。
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図 4

カスタマーおよびサービス プロバイダー機器、オペレータ デバイス上の CFM MEP および MIP
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CFM メッセージ
CFM は、標準イーサネット フレームを使用します。CFM フレームは EtherType によって区別され、マルチ
キャスト メッセージについては MAC アドレスで区別されます。CFM フレームの発信、終端、処理、中継
は、ブリッジによって行われます。ルータは、限られた CFM 機能のみしかサポートできません。
CFM メッセージを解釈できないブリッジは、通常のデータ フレームとしてメッセージを転送します。
すべての CFM メッセージは、メンテナンス ドメイン内および MA 内に限定されます。次の 3 種類の
メッセージがサポートされています。
• 連続性チェック
• Linktrace
• Loopback
連続性チェック メッセージ

CFM Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）は、MEP 間で定期的に交換され
るマルチキャスト ハートビート メッセージです。これにより、MEP はドメイン内の他の MEP を検出
することができ、MIP は MEP を検出することができます CCM はドメイン内のみに限定されます。
CFM CCM には、次の特性があります。
• MEP によって一定の送信間隔で定期的に送信されます。間隔は設定可能で、次のいずれかの値で
す。デフォルト値は 10 秒です。
– 10 秒
– 1分
– 10 分

（注）

デフォルト値およびサポートされている間隔の値は、プラットフォームに依存します。

• 同じメンテナンス レベルの MIP によってカタログ化されます。
• 宛先は、同じメンテナンス レベルのリモート MEP です。
• 単方向通信であり、応答を要求しません。
• MEP が設定されているブリッジ ポートのステータスを示します。
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Linktrace メッセージ
CFM LinkTrace Message（LTR; linktrace メッセージ）は、目的の MEP までのパスを（ホップ単位で）
追跡するためのマルチキャスト フレームで、管理者の要求に応じて MEP が送信します。このメッセー
ジは、レイヤ 3 の traceroute メッセージと似ています。LTM によって、送信側ノードはパスに関する
重要な接続性データを検出できるとともに、同じメンテナンス ドメインに属するパス上のすべての

MIP を検出できます。LTM は、パスに沿ったメンテナンス ポイントで代行受信され、処理されるか、
送信されるか、ドロップされます。同じレベルにメンテナンス ポイントが存在する各ホップで、

LinkTrace message Reply（LTR; linktrace メッセージ応答）が、発信元の MEP に送信されます。
linktrace メッセージは、検出可能なすべての MIP について、入力処理、中継処理、および出力処理を
示します。

Linktrace メッセージには、宛先 MAC アドレス、VLAN、およびメンテナンス ドメインが含まれてい
る他、ネットワーク内の伝播を制限する Time To Live（TTL; 存続可能時間）が設定されています。こ
のメッセージは、必要に応じ、CLI を使用して生成できます。LTM はマルチキャストで、LTR はユニ
キャストです。

loopback メッセージ
CFM LoopBack Message（LBM; loopback メッセージ）は、特定のメンテナンス ポイントとの接続を
確認するためのユニキャスト フレームで、管理者の要求に応じて MEP が送信します。loopback メッ
セージへの応答（LBR）は、宛先が到達可能かどうかを示しますが、パスをホップ単位では検出でき
ません。loopback メッセージは、概念的には、Internet Control Message Protocol（ICMP; インター
ネット制御メッセージ プロトコル）の Echo（ping）メッセージと似ています。
LBM は、ユニキャストなので、メンテナンス レベルの制約以外通常のデータ フレームと同様に転送さ
れます。発信ポートがブリッジの転送データベースにおいて既知で、メッセージのメンテナンス レベ
ルの CFM フレームが通過できる場合、フレームはそのポート上で発信されます。発信ポートが未知の
場合、メッセージはそのドメイン内のすべてのポート上でブロードキャストされます。
CFM LBM は、必要に応じ、CLI を使用して生成できます。loopback メッセージの発信元は MEP のみ
ですが、宛先は、MEP と MIP のどちらも可能です。CFM LBM と LBR は、いずれもユニキャストで
す。CFM LBM は、宛先 MAC アドレスまたは MPID、VLAN、およびメンテナンス ドメインを指定
します。

クロスチェック機能
クロスチェック機能では、（CCM を使用して）動的に検出された MEP と、（設定により）サービス提
供対象の MEP との間の、プロビジョニング後のタイマー駆動型サービスを検証します。この機能によ
り、マルチポイント サービスまたはポイントツーポイント サービスのすべてのエンドポイントが動作
可能であることが検証されます。サービスが動作可能な場合は通知がサポートされます。そうでない場
合は、予期しないエンドポイントまたはエンドポイントが存在しないというアラームおよび通知が生成
されます。
クロスチェック機能は 1 回だけ実行されます。サービスの検証が必要なときに、その都度 CLI からク
ロスチェック機能を開始する必要があります。
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SNMP トラップ
Cisco IOS ソフトウェアでの CFM トラップの実装によって提供されているサポートは、シスコの情報
資産です。MEP は、Continuity Check（CC; 連続性チェック）トラップとクロスチェック トラップの
2 種類の Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップ
を生成します。

CC トラップ
• MEP up：新しい MEP が検出されたとき、リモート ポートのステータスが変更されたとき、また
は検出済みの MEP との接続が中断後、回復したときに送信されます。
• MEP down：タイムアウトまたは last gasp イベントの発生時に送信されます。
• Cross-connect：サービス ID が VLAN と一致しない場合に送信されます。
• Loop：MEP が独自の CCM を受信したときに送信されます。
• Configuration error：MEP が、重複する MPID を持つ連続性チェックを受信したときに送信され
ます。

クロスチェック トラップ
• Service up：予定のリモート MEP が、すべて時間どおりに起動した場合に送信されます。

• MEP missing：予定の MEP がダウンしている場合に送信されます。
• Unknown MEP：予期しない MEP から CCM が受信された場合に送信されます。

イーサネット CFM とイーサネット OAM のインターワーキング
CFM と OAM による相互作用を理解するには、次の概念を理解しておく必要があります。
• 「イーサネット仮想回線」（P.12）
• 「OAM マネージャ」（P.12）

イーサネット仮想回線
Metro Ethernet Forum によって定義されているように、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット
仮想回線）は、ポートレベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイ
ヤ 2 回線です。CE デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの
代替パスを検索したり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム
リレーや ATM など）でバックアップ パスにフォールバックしたりします。

OAM マネージャ
OAM マネージャは、OAM とプロトコルの間の相互作業を簡略化するためのインフラストラクチャ要
素です。OAM マネージャには、2 つのインターワーキング OAM プロトコル（たとえば、イーサネッ
ト CFM 802.1ag とリンク レベルのイーサネット OAM 802.3ah）が必要です。相互作用は、OAM マ
ネージャから CFM プロトコルへの単方向で、User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク イン
ターフェイス）のポート ステータス情報のみが交換されます。その他、次のポート ステータスの値が
利用可能です。

• REMOTE_EE：リモート超過エラー
• LOCAL_EE：ローカル超過エラー
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• TEST：リモートまたはローカル ループバック

CFM は、ポート ステータス情報を受信した後、CFM ドメイン全体にこのステータスを伝達します。

CFM での HA 機能のサポート
イーサネット テクノロジーを使用するアクセスおよびサービス プロバイダー ネットワーク、特に EVC
接続を管理するイーサネット OAM コンポーネントでは、HA が必須です。エンドツーエンドの接続ス
テータスは非常に重要な情報であり、ホット スタンバイの Route Processor（RP; ルート プロセッサ）
上で管理する必要があります。

（注）

ホット スタンバイ RP には、アクティブ RP と同じソフトウェア イメージが用意され、サポートされる
機能やプロトコルについて、RP 間でライン カード、プロトコル、およびアプリケーション状態情報の
同期化がサポートされます。
エンドツーエンドの接続ステータスは、イーサネット LMI、CFM、および 802.3ah などのプロトコル
が受信した情報に基づき、CE、PE、およびアクセス集約 PE（uPE）ネットワーク ノードで維持され
ます。EVC のダウン時には、このステータス情報を使用して、トラフィックを停止するか、バック
アップ パスに切り替えます。
すべてのトランザクションには、多様なデータベース間でのデータ アクセスまたはデータ更新が関係
します。アクティブ モジュールとスタンバイ モジュールの間でデータベースが同期化されていれば、
これらのモジュールはクライアントに対して透過的に機能します。

Cisco IOS インフラストラクチャは、ホット スタンバイ RP を維持するための、さまざまなコンポーネ
ントの Application Program Interface（API; アプリケーション プログラム インターフェイス）を提供
しています。Metro Ethernet HA クライアント E-LMI、HA/ISSU、CFM HA/ISSU、および 802.3ah
HA/ISSU は、このようなコンポーネントと相互作用を行い、データベースを更新し、他のコンポーネ
ントに対して必要なイベントを発生させます。

CFM HA の利点
• Cisco IOS ソフトウェアのイメージ アップグレードの際にも、ダウンタイムが生じません。これに
より、早期のアップグレードが可能になり、高い可用性が実現されます。

• 計画済みのシステム停止や深夜のメンテナンス作業の際の、リソースのスケジューリングの問題が
解消されます。

• 新しいサービスやアプリケーションの導入が加速化し、HA がサポートされていない場合よりも、
新しい機能、ハードウェア、修正プログラムの早期実装が容易になります。

• 高いサービス レベルを維持しながら、サービス停止に伴う運用コストを削減します。
• CFM は、データベースを更新し、それ自体の HA メッセージングとバージョン管理を制御します。
この制御によってメンテナンスが容易になります。

メトロ イーサネット ネットワークにおける CFM HA
スタンドアロンの CFM の実装において、HA は明示的な要件ではありません。しかし、E-LMI が稼動
する CE または PE に CFM を実装する場合、エンドツーエンドの接続を維持するために EVC の状態情
報が不可欠なので、CFM は EVC の状態を常に把握する必要があり、それには HA が必要です。CFM
はメンテナンス レベル 、ドメイン、およびメンテナンス ポイントを使用してプラットフォームを設定
し、リモートのメンテナンス ポイント情報を取得して、適切な EVC にマッピングします。CFM は次
に、すべてのリモート ポートから受信したデータを集約し、E-LMI を更新します。このため、HA の
要件は、CE および PE によって異なります。
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Metro Ethernet Network（MEN; メトロ イーサネット ネットワーク）で使用されるプロトコルは、EVC
の状態に応じて処理を行うことはありませんが、E-LMI プロトコルを使用し、EVC 情報を受信する CE
デバイスは、EVC がダウンするとトラフィックの送信を停止します。あるいは、バックアップ ネット
ワークが用意されていれば、EVC がダウンしたときに、CE がそれを使用することもあります。
CE は EVC ID、関連付けられたカスタマー VLAN、UNI 情報、EVC の状態情報、およびリモート
UNI の ID と状態を MEN から受信します。CE は、EVC の状態をもとに、E-LMI 経由の MEN へのト
ラフィックを送信または停止します。

PE は EVC 設定および関連付けられたカスタマー VLAN 情報を保持し、CFM から EVC の状態情報と
リモート UNI を取得します。この情報は、E-LMI を使用して CE に送信されます。
（注）

802.3ah OAM が動作する PE および CE は、スイッチオーバーによってピアに影響が及ばないように
ポート状態を維持します。この情報はまた、CFM CCM によってリモート ノードに送信されます。

IEEE CFM での NSF/SSO のサポート
冗長構成である SSO および NSF は、どちらも IEEE CFM でサポートされており、自動的に有効です。
アクティブな RP が故障したとき、ネットワーク デバイスから削除されたとき、またはメンテナンスの
ために手動で停止されたときに、アクティブな RP からスタンバイ RP へのスイッチオーバーが発生し
ます。NSF は SSO 機能と連動して、スイッチオーバー後のネットワークのダウンタイムを最小限に抑
えます。Cisco NSF の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、パケットの転送を継続することです。

SSO の詳細については、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful Switchover」
『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』
を参照してください。NSF 機能の詳細については、
の「Cisco Nonstop Forwarding」を参照してください。

IEEE CFM での ISSU のサポート
ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまた
はダウングレードできます。CFM は、スタンバイ RP に対し、行の追加、削除、更新を含む、連続性
チェック データベースの一括更新およびランタイム更新を実行します。このチェックポイント データ
を使用するには、ISSU 機能による、異なるリリース間でのメッセージ変換が必要です。アクティブ
RP からスタンバイ RP への更新にメッセージを使用するすべてのコンポーネントは、ISSU をサポート
する必要があります。
ISSU は CFM で自動的に有効で、システムによるサービス提供を継続しながらソフトウェアを変更で
きるので、定期メンテナンス作業によるネットワークの可用性への影響を抑えます。ISSU の詳細につ
いては、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Cisco IOS In Service Software
Upgrade Process」を参照してください。

IEEE CFM のブリッジ ドメインのサポート
（注）
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内側向き MEP（uPE インターフェイス方向の PE インターフェイス）を持つ Ethernet Flow Point
（EFP）でデフォルトの EFP カプセル化が設定されている場合、両側の内側向き MEP は、プリセット
された時間間隔で、互いに相手側から CCM を受信します。しかしデフォルトのカプセル化が設定され
ているためにパケットがドロップされ、その結果、CCM が入力ポートでドロップされます。パケット
のドロップを防止するには、デフォルトの EFP 設定で、cfm encapsulation コマンドを使用して目的の
カプセル化方式を設定します。
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EFP またはサービス インスタンスは、インターフェイス上のブリッジ ドメインの論理的な境界ポイン
トです。トラフィックの EFP への照合とマッピングには、VLAN タグ が使用されます。VLAN ID は、
ATM やフレーム リレーの仮想回線と同様、ポートごとにローカルに意味を持ちます。CFM は、EFP
に関連付けられたブリッジ ドメイン上でサポートされます。ブリッジ ドメインと EFP の関連付けによ
り、CFM が EFP 上でカプセル化を使用できます。同じブリッジ ドメインにあるすべての EFP が、1
つのブロードキャスト ドメインを形成します。ブロードキャスト ドメインは、ブリッジ ドメイン ID
によって特定されます。
VLAN ポートと EFP の違いは、そのカプセル化方式です。VLAN ポートは、デフォルトの dot1q カプ
セル化を使用します。EFP では、dot1q や IEEE dot1ad EtherTypes で非タグ付き、シングル タグ付き、
およびダブル タグ付きのカプセル化が存在します。同じブリッジ ドメインに属する異なる EFP は、異
なるカプセル化方式を使用できます。

（注）

IEEE CFM がブリッジ ドメインをサポートできるのは、ES20 および ES40 ライン カードでのみです。
非タグ付き CFM パケットは、メンテナンス ポイントと関連付けることができます。着信の非タグ付き
カスタマー CFM パケットは、CFM の EtherType を持ち、EFP で設定されたカプセル化方式で、EVC
（ブリッジ ドメイン）にマッピングされます。EFP は、これらの非タグ付きパケットを認識するように
特に設定することができます。
ブリッジ ドメインが設定されたスイッチポート VLAN および EFP は、サービスについて MEP と MIP
を別個に処理します。ブリッジ ドメインと VLAN 間の空間マッピングは、プラットフォームによって
異なります。ブリッジ ドメインとスイッチポート VLAN のインターワーキング（メンテナンス ポイン
ト、入力および出力が、スイッチポートと EFP の両方に存在）では、ブリッジ ドメインとスイッチ
ポート VLAN が同じブロードキャスト ドメインを表すプラットフォーム上で、ブリッジ ドメイン
VLAN サービスを設定する必要があります。Cisco 7600 シリーズ ルータでは、同じ番号を持つブリッ
ジ ドメインとスイッチポート VLAN が 1 つのブロードキャスト ドメインを形成します。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定手順
Ethernet CFM をセットアップするには、次の作業を実行します。
• 「CFM ドメインの設計」（P.15）
• 「IEEE イーサネット CFM の設定」（P.18）
• 「イーサネット OAM 802.3ah と CFM の相互作用の設定」（P.71）
• 「ブリッジ ドメインに対する CFM の設定」（P.75）

CFM ドメインの設計
イーサネット CFM 機能に対応するように CFM ドメインを設計するには、この項の手順を実行します。

前提条件
• ネットワーク トポロジの知識と理解
• ネットワークの管理にかかわる組織エンティティ（たとえば、オペレータ、サービス プロバイ
ダー、Network Operations Center（NOC; ネットワーク オペレーション センター）、カスタマー
サービスなど）の理解
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• 提供するサービスの種類と規模の理解
• すべての組織エンティティによる、各組織エンティティの責任、役割、および制約事項についての
合意

• ネットワーク内のメンテナンス ドメイン数の決定
• メンテナンス ドメインのネストと分離の決定
• サービス プロバイダーと 1 つまたは複数のオペレータとの間の合意に基づく、ドメインへのメン
テナンス レベルおよびドメイン名の割り当て

手順の概要

（注）

オペレータ ドメイン、サービス プロバイダー ドメイン、カスタマー ドメインのセットアップは、いず
れも省略可能です。ネットワークでは、ドメインを 1 つだけ作成することも、複数作成することもでき
ます。ここでは、3 種類のドメインをすべて割り当てる場合の手順を示します。

1. オペレータ レベルの MIP を指定します。
2. オペレータ レベルの MEP を指定します。
3. サービス プロバイダーの MIP を指定します。
4. サービス プロバイダーの MEP を指定します。
5. カスタマーの MIP を指定します。
6. カスタマーの MEP を指定します。
手順の詳細
ステップ 1

オペレータ レベルの MIP を指定します。

a. まず最下位のオペレータ レベル ドメインにおいて、CFM によって認識可能なオペレータ ネット
ワークの内部にある、すべてのインターフェイスで MIP を設定します。
b. 次の上位オペレータ レベルに進み、MIP を指定します。
c. 下位レベルで MIP を設定したすべてのポートについて、上位レベルにメンテナンス ポイントが指
定されていないことを確認します。

d. すべてのオペレータ MIP が指定されるまで、ステップ a ～ d を繰り返します。
ステップ 2

オペレータ レベルの MEP を指定します。

a. まず最下位のオペレータ レベル ドメインにおいて、サービス インスタンスに含まれるすべての
UNI で MEP を指定します。
b. オペレータが複数の場合は、2 つのオペレータ間の Network to Network Interface（NNI; ネット
ワーク ネットワーク インターフェイス）で MEP を指定します。
c. 次の上位オペレータ レベルに進み、MEP を指定します。
下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP が存在するポートでは、上位レベルに MIP または MEP を設定することができま
す。
ステップ 3

サービス プロバイダーの MIP を指定します。

a. まず最下位のサービス プロバイダー レベル ドメインで、オペレータ間の NNI に サービス プロバ
イダーの MIP を指定します（オペレータが複数の場合）。
b. 次の上位サービス プロバイダー レベルに進み、MIP を指定します。
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下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP があるポートは、上位レベルに MIP または MEP を設定することができます。
ステップ 4

サービス プロバイダーの MEP を指定します。

a. まず最下位のサービス プロバイダー レベル ドメインにおいて、サービス インスタンスに含まれる
すべての UNI で MEP を指定します。
b. 次の上位サービス プロバイダー レベルに進み、MEP を指定します。
下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP があるポートは、上位レベルに MIP または MEP を設定することができます。
ステップ 5

カスタマーの MIP を指定します。
カスタマーの MIP は、サービス プロバイダーがカスタマーに対して CFM の実行を許可する場合に、
uPE の UNI 上にのみ指定できます。そうでない場合、サービス プロバイダーは、CFM フレームをブ
ロックするように Cisco IOS デバイスを設定できます。

a. カスタマー メンテナンス ドメインのすべての uPE の UNI ポートで MIP を設定します。
b. MIP の存在するメンテナンス レベルが、最高レベルのサービス プロバイダー ドメインより、少な
くとも 1 レベル上位であることを確認します。
ステップ 6

カスタマーの MEP を指定します。
カスタマー MEP は、カスタマーの機器上に設定します。適切なカスタマー レベルにあるサービス プ
ロバイダーとカスタマーの間のハンドオフで、ドメイン内に Down MEP を指定します。

例
図 5 は、1 つのサービス プロバイダーと 2 つのオペレータ A と B で構成されるネットワークの例を示
します。各オペレータとサービス プロバイダーに対し、3 つのドメインを作成してマッピングします。
この例では、わかりやすくするために、ネットワークが、エンドツーエンドでインターネット トラン
スポートを使用していると仮定します。ただし、CFM では他のトランスポートも使用できます。
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図 5

イーサネット CFM のドメインの設定
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次の作業
イーサネット CFM ドメインを定義した後は、イーサネット CFM 機能を設定します。これにはまず、
ネットワークをプロビジョニングし、次にサービスをプロビジョニングします。

IEEE イーサネット CFM の設定
イーサネット CFM の設定では、次のタスクを実行します。

• 「ネットワークのプロビジョニング」（P.18）（必須）
• 「サービスのプロビジョニング」（P.38）（必須）
• 「クロスチェック機能の設定とイネーブル化」（P.65）（任意）
• 「OAM マネージャの設定」（P.72）

ネットワークのプロビジョニング
イーサネット CFM のネットワークをセットアップするには、次のタスクを実行します。

前提条件
異なるインターフェイスやサービス インターフェイスで MIP を設定するには、ドメインやサービスの
下に MIP を設定する必要があります。
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手順の概要

CE-A のネットワークのプロビジョニング
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm global
7. ethernet cfm ieee
8. ethernet cfm traceroute cache
9. ethernet cfm traceroute cache size entries
10. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
11. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
12. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
13. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 7

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 11

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

イーサネット CFM 連続性チェック イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 12

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間でのクロスチェック操作に関連した、イー
サネット CFM 連続性チェック イベントに対する
SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 13

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要
次の例では、さまざまなレベルで MIP を設定する方法を示します。

U-PE A のネットワークのプロビジョニング
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm mip {auto-create level level-id vlan {vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
[lower-mep-only] [sender-id chassis] | filter}
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id（カスタマー ドメインを設定）
5. mep archive-hold-time minutes
6. mip auto-create [lower-mep-only]
7. exit
8. ethernet cfm domain domain-name level level-id（プロバイダー ドメインを設定）
9. mep archive-hold-time minutes
10. exit
11. ethernet cfm domain domain-name level level-id（オペレータ ドメインを設定）
12. mep archive-hold-time minutes
13. mip auto-create [lower-mep-only]
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14. exit
15. ethernet cfm global
16. ethernet cfm ieee
17. ethernet cfm traceroute cache
18. ethernet cfm traceroute cache size entries
19. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
20. interface type number
21. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
22. exit
23. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
24. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
25. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 5

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 6

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 8

ethernet cfm mip {auto-create level level-id
vlan {vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id} [lower-mep-only] [sender-id
chassis] | filter}

例：

MIP を動的に作成するとともに、特定の MA に関連
付けられていない、またはレベル フィルタリングを
イネーブルした VLAN ID の指定されたメンテナンス
レベルで、作成した MIP をグローバルにプロビジョ
ニングします。

Router(config)# ethernet cfm mip auto-create
level 1 vlan 2000

ステップ 9

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 10

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 11

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 12

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 13

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 14

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 15

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 16

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 18

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet4/2

ステップ 19

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 20

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 21

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 22

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 23

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mip auto-create [lower-mep-only]
5. mep archive-hold-time minutes
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6. exit
7. ethernet cfm global
8. ethernet cfm ieee
9. interface type number
10. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
11. interface type number
12. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
13. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

ドメインを定義し、CLI をイーサネット CFM コン
フィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 4

mip auto-create [lower-mep-only]

メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 6

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド

例：

を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 9

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/1

ステップ 10

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 11

interface type number

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/1

ステップ 12

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 13

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. mip auto-create [lower-mep-only]
6. exit
7. ethernet cfm domain domain-name level level-id
8. mep archive-hold-time minutes
9. exit
10. ethernet cfm global
11. ethernet cfm ieee
12. ethernet cfm traceroute cache
13. ethernet cfm traceroute cache size entries
14. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
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15. interface type number
16. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
17. exit
18. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
19. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
20. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

CFM メンテナンス ドメインとレベルを定義し、CLI
をイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

例：

ドにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm domain domain-name level level-id

CFM メンテナンス ドメインとレベルを定義し、CLI
をイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

例：

ドにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 8

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 10

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 11

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 15

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/0

ステップ 16

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 17

exit

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 18

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 20

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. exit
5. ethernet cfm domain domain-name level level-id
6. mep archive-hold-time minutes
7. exit
8. ethernet cfm domain domain-name level level-id
9. mep archive-hold-time minutes
10. exit
11. ethernet cfm global
12. ethernet cfm ieee
13. ethernet cfm traceroute cache
14. ethernet cfm traceroute cache size entries
15. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
16. interface type number
17. ethernet cfm mip level level-id
18. exit
19. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
20. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
21. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 5

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 6

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 7

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 8

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 9

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 11

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 12

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 15

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 16

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet2/0

ステップ 17

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 18

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 19

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect
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ステップ 20

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 21

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. mip auto-create [lower-mep-only]
6. exit
7. ethernet cfm global
8. ethernet cfm ieee
9. interface type number
10. ethernet cfm mip level level-id
11. interface type number
12. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
13. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 5

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 8

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 9

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/1

ステップ 10

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/1

ステップ 12

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 13

end

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if)# end
Router#

33

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定手順

手順の概要

N-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. mip auto-create [lower-mep-only]
9. exit
10. ethernet cfm global
11. ethernet cfm ieee
12. ethernet cfm traceroute cache
13. ethernet cfm traceroute cache size entries
14. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
15. interface type number
16. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
17. exit
18. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
19. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
20. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション
N-PE B

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 8

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 9

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 10

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 11

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/2

ステップ 16

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 17

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 18

snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up]
[mep-down] [config] [loop] [cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps ethernet
cfm cc mep-up mep-down config loop cross-connect

ステップ 19

snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck
[mep-unknown | mep-missing | service-up]

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 20

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm global
7. ethernet cfm ieee
8. ethernet cfm traceroute cache
9. ethernet cfm traceroute cache size entries
10. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
11. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
12. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
13. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで外側向き CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 7

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache size 200

ステップ 10

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 12

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown

ステップ 13

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

サービスのプロビジョニング
イーサネット CFM のサービスをセットアップするには、次のタスクを実行します。このタスクの完了後、
オプションとしてクロスチェック機能を設定してイネーブルにすることができます。このオプションのタ
スクを実行する場合は、
「クロスチェック機能の設定とイネーブル化」
（P.65）を参照してください。

手順の概要

CE-A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
5. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
6. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
7. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
8. exit
9. mep archive-hold-time minutes
10. exit
11. ethernet cfm global
12. ethernet cfm ieee
13. ethernet cfm traceroute cache
14. ethernet cfm traceroute cache size entries
15. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
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16. interface type number
17. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
18. switchport
または

switchport mode trunk
19. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
20. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたメンテナンス レベルで CFM メンテナン
ス ドメインを定義し、CLI をイーサネット CFM コ
ンフィギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service Customer1 vlan 101
direction down

ステップ 5

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 6

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 8

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 9

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 10

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 11

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 12

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 15

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 16

interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 0/3
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 18

switchport

または

スイッチポートを指定するか、あるいはトランキン
グ VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定します。

switchport mode trunk

例：
Router(config-if)# switchport

または
Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 19

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 20

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if)# end
Router#
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手順の概要

U-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. exit
5. exit
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
9. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
10. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
11. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
12. exit
13. exit
14. ethernet cfm domain domain-name level level-id
15. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
16. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
17. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
18. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
19. mep archive-hold-time minutes
20. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
21. exit
22. ethernet cfm global
23. ethernet cfm ieee
24. ethernet cfm traceroute cache
25. ethernet cfm traceroute cache size entries
26. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
27. interface type number
28. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
29. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
30. interface type number
31. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
32. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 8

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1
vlan 101

ステップ 9

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 11

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 12

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 13

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 14

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 15

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1OpA
vlan 101

ステップ 16

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 17

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s
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ステップ 18

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 19

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 20

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 21

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 22

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 23

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 24

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 25

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 26

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 27

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/2
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ステップ 28

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 7

ステップ 29

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 30

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet 4/2

ステップ 31

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 32

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. mip auto-create [lower-mep-only]
6. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
7. exit
8. exit
9. ethernet cfm global
10. ethernet cfm ieee
11. interface type number
12. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
13. interface type number
14. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
15. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 5

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

ステップ 6

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1OpA
vlan 101

ステップ 7

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 8

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 9

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド

例：

を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/1

ステップ 12

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 13

interface type number

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/1

ステップ 14

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 15

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. mip auto-create [lower-mep-only]
6. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
7. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
8. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
9. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
10. exit
11. exit
12. ethernet cfm domain domain-name level level-id
13. mep archive-hold-time minutes
14. mip auto-create [lower-mep-only]
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15. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
16. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
17. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
18. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
19. exit
20. exit
21. ethernet cfm global
22. ethernet cfm ieee
23. ethernet cfm traceroute cache
24. ethernet cfm traceroute cache size entries
25. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
26. interface type number
27. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
28. interface type number
29. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
30. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
31. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

mip auto-create [lower-mep-only]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1
vlan 101

ステップ 7

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 8

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 9

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 10

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 11

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 12

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 13

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 14

mip auto-create [lower-mep-only]

例：
Router(config-ecfm)# mip auto-create

50

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン レベルで、MIP の動的作成を
イネーブルにします。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定手順

ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1OpA
vlan 101

ステップ 16

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 17

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 18

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 19

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 20

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 21

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 22

ethernet cfm ieee

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにしま
す。

例：
Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 23

ethernet cfm traceroute cache

• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

51

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定手順

コマンドまたはアクション
ステップ 24

ethernet cfm traceroute cache size entries

目的

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 25

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 26

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/0

ステップ 27

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

• これは、オプションの手動 MIP です。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 28

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/0

ステップ 29

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

• これは、オプションの手動 MIP です。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 4

ステップ 30

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 31

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. exit
5. ethernet cfm domain domain-name level level-id
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6. mep archive-hold-time minutes
7. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
8. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
9. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
10. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
11. exit
12. exit
13. ethernet cfm domain domain-name level level-id
14. mep archive-hold-time minutes
15. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
16. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
17. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
18. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
19. exit
20. exit
21. ethernet cfm global
22. ethernet cfm ieee
23. ethernet cfm traceroute cache
24. ethernet cfm traceroute cache size entries
25. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
26. interface type number
27. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
28. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
29. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
30. interface type number
31. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
32. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 5

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 6

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 7

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service Customer1 vlan 101
direction down

ステップ 8

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 9

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 10

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 11

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 13

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 14

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 15

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1
vlan 101

ステップ 16

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 17

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 18

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 19

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 20

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 22

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 23

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 24

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 25

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 26

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/0

ステップ 27

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 7

ステップ 28

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 29

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 30

interface type number

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/0
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ステップ 31

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 32

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
6. exit
7. exit
8. ethernet cfm global
9. ethernet cfm ieee
10. interface type number
11. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
12. interface type number
13. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
14. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 5

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1
vlan 101

ステップ 6

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 7

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 8

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 9

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 10

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/1

ステップ 11

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 12

interface type number

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/1
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mip level level-id

手動 MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 14

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
6. exit
7. ethernet cfm domain domain-name level level-id
8. mep archive-hold-time minutes
9. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
10. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
11. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
12. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
13. exit
14. exit
15. ethernet cfm global
16. ethernet cfm ieee
17. ethernet cfm traceroute cache
18. ethernet cfm traceroute cache size entries
19. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
20. interface type number
21. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
22. interface type number
23. ethernet cfm mip level level-id（オプションの手動 MIP）
24. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
25. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1
vlan 101

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 8

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 9

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

例：
Router(config-ecfm)# service MetroCustomer1OpB
vlan 101
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ギュレーション モードにします。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定手順

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 11

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 12

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 13

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 14

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 15

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 16

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 17

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 18

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200
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ステップ 19

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 20

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/2

ステップ 21

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 22

interface type number

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/2

ステップ 23

ethernet cfm mip level level-id

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 4

ステップ 24

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

手動 MIP をプロビジョニングします。

• この手動 MIP の使用はオプションであり、自動
MIP 設定に変更することができます。
ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 25

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)#
Router#

手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
6. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
7. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
8. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
9. exit
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10. exit
11. ethernet cfm global
12. ethernet cfm ieee
13. ethernet cfm traceroute cache
14. ethernet cfm traceroute cache size entries
15. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
16. interface type number
17. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
18. switchport
または

switchport mode trunk
19. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
20. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

ステップ 5

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI を CFM サービス コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service Customer1 vlan 101
direction down
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 7

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM 送信の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 8

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

リモート MEP がダウンしていると宣言するまでに、
到着しなかった CCM の数を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 10

ステップ 9

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 10

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 11

ethernet cfm global

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm global

ステップ 12

ethernet cfm ieee

例：

CFM の CFM IEEE バージョンをイネーブルにします。
• このコマンドは、ethernet cfm global コマンド
を実行すると、自動的に実行されます。

Router(config)# ethernet cfm ieee

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 16

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 0/1

ステップ 17

ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

インターフェイスをドメイン境界として設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 18

switchport

または

スイッチポートを指定するか、あるいはトランキン
グ VLAN レイヤ 2 インターフェイスを指定します。

switchport mode trunk

例：
Router(config-if)# switchport

または
Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 19

ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

インターフェイスをドメイン境界としてプロビジョ
ニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 20

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

クロスチェック機能の設定とイネーブル化
Up MEP に対してクロスチェックを設定してイネーブルにするには、次のタスクを実行します。このタ
スクでは、2 つのデバイス上にクロスチェックを設定してイネーブルにする必要があります。このタス
クはオプションです。
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Up MEP に対するクロスチェックの設定とイネーブル化
手順の概要

U-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. end
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

ドメイン内の指定された VLAN 上に、リモート
MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ecfm)# mep crosscheck mpid 402
vlan 100

ステップ 5

exit

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイスが
リモート MEP のアップを待つ最大時間を設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}

ドメインに設定されたリモート MEP と、CCM 経由
で取得した MEP の間のクロスチェックをイネーブル
にします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
domain cust4 vlan 100

手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id?
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

ドメイン内の指定された VLAN 上に、リモート
MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ecfm)# mep crosscheck mpid 401
vlan 100

ステップ 5

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}

ドメインに設定されたリモート MEP と、CCM 経由
で取得した MEP の間のクロスチェックをイネーブル
にします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
domain cust4 vlan 100

Down MEP に対するクロスチェックの設定とイネーブル化
手順の概要

CE-A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep mpid mpid
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
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8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

mep mpid mpid

メンテナンス アソシエーション内に、MEP を静的に
定義します。

例：
Router(config-ecfm)# mep mpid 702

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}

ドメインに設定されたリモート MEP と、CCM 経由
で取得した MEP の間のクロスチェックをイネーブル
にします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
domain cust4 vlan 100
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手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep mpid mpid
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで外側向き CFM ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

mep mpid mpid

メンテナンス アソシエーション内に、MEP を静的に
定義します。

例：
Router(config-ecfm)# mep mpid 702

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：
Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
domain domain-name {port | vlan {vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}}

ドメインに設定されたリモート MEP と、CCM 経由
で取得した MEP の間のクロスチェックをイネーブル
にします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
domain cust4 vlan 100

例
Up MEP でのクロスチェックの設定
U-PE A
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep mpid 402
!
ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60
U-PE B
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep mpid 401
!
ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60

Up MEP でのクロスチェックのイネーブル化
U-PE A
U-PEA# ethernet cfm mep crosscheck enable domain cust4 vlan 100
U-PE B
U-PEB# ethernet cfm mep crosscheck enable domain cust4 vlan 100

イーサネット OAM 802.3ah と CFM の相互作用の設定
イーサネット OAM が CFM と連携して機能するには、EVC と OAM マネージャを設定し、EVC を
CFM に関連付ける必要があります。加えて、OAM マネージャとの相互作用を行う場合は、Up MEP
を使用する必要があります。
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OAM マネージャの設定
（注）

UNI サービス タイプ、EVC、イーサネット サービス インスタンス、または CE-VLAN 設定を設定、
変更、または削除する場合、すべての設定で、UNI サービス タイプが EVC の設定と一致し、イーサ
ネット サービスインスタンスが CE-VLAN の設定と一致していることを確認します。これらのペアが
一致していない場合、設定が拒否されます。

PE デバイス上に OAM マネージャを設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]
5. exit
6. exit
7. ethernet evc evc-id
8. oam protocol {cfm svlan svlan-id domain domain-name | ldp}
9. exit
10. OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメインを定義するには、ステップ 3 ～ 9 を繰り
返します。

11. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定し、
CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション

例：

モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain cstmr1
level 3

ステップ 4

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction
down]

例：
Router(config-ecfm)# service vlan-id 10
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet evc evc-id

EVC を指定し、CLI を EVC コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet evc 50

ステップ 8

oam protocol {cfm svlan svlan-id domain
domain-name | ldp}

OAM プロトコルを設定します。

例：
Router(config-evc)# oam protocol cfm svlan 10
domain cstmr1

ステップ 9

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-evc)# exit
Router(config)#

ステップ 10

OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメイ —
ンを定義するには、ステップ 3 ～ 9 を繰り返します。

ステップ 11

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# end
Router#
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イーサネット OAM のイネーブル化
設定は、グローバルおよびインターフェイス コンフィギュレーション コマンドが実行される順序に
よって決まります。最後に実行されたコマンドが優先されます。
デバイス上またはインターフェイス上でイーサネット OAM をイネーブルにするには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. switchport
5. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
6. ethernet oam remote-loopback {supported | timeout]
7. ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id}
8. service instance id ethernet [evc-name]
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 1/3

ステップ 4

switchport

スイッチポートを設定します。

例：
Router(config-if)# switchport

ステップ 5

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

例：
Router(config-if)# ethernet oam max-rate 50
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ethernet oam remote-loopback {supported |
timeout seconds}

インターフェイス上でイーサネット リモート ループ
バックをイネーブルにするか、ループバック タイム
アウト時間を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet oam remote-loopback
supported

ステップ 7

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid
{port | vlan vlan-id}

ポートをメンテナンス ドメインの内側として設定し、
MEP として定義します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep domain
cstmr1 mpid 33 vlan 10

ステップ 8

service instance id ethernet [evc-name]

例：

イーサネット サービス インスタンスを設定し、CLI
をイーサネット CFM サービス コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config-if)# service instance 1 ethernet evc1

ステップ 9

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-ecfm-srv)# end
Router#

ブリッジ ドメインに対する CFM の設定
ブリッジ ドメインに対してイーサネット CFM を設定するには、次のタスクを実行します。このタスク
はオプションです。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan-id vlan-id
[direction down]]
5. exit
6. exit
7. ethernet cfm domain domain-name level level-id
8. exit
9. ethernet cfm domain domain-name level level-id
10. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan-id vlan-id
[direction down]]
11. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
12. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
13. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
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14. mep mpid mpid
15. exit
16. ethernet evc evc-name
17. exit
18. interface type number
19. no ip address
20. service instance id ethernet [evc-name]
21. encapsulation dot1q vlan-id
22. bridge-domain bridge-id
23. cfm mep domain domain-name mpid mpid-value
24. end
25. configure terminal
26. interface type number
27. no ip address
28. service instance id ethernet [evc-name]
29. encapsulation dot1q vlan-id
30. bridge-domain bridge-id
31. cfm mep domain domain-name mpid mpid-value
32. cfm mip level level-id
33. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：
Router(config)# ethernet cfm domain CUSTOMER
level 7
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction
down]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI をイーサネット CFM サービス
コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service s1 evc e1 vlan 10

または
Router(config-ecfm)# service s1 evc e1

ステップ 5

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config-ecfm)#

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のレベルで CFM メンテナンス ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain MIP level 7

ステップ 8

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm)# exit
Router(config)#

ステップ 9

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のレベルで CFM メンテナンス ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain PROVIDER
level 4

ステップ 10

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction
down]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI をイーサネット CFM サービス
コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service vlan-id 10

ステップ 11

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。
• メッセージの送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
interval 10s

ステップ 12

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

例：

CCM の送信をイネーブルにします。
• リモート MEP のダウンが宣言されるまでに、到
着しなかった CCM の数を設定します。

Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
loss-threshold 5
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：

• CCM で受信された MEP が有効であることを確
認します。

Router(config-ecfm-srv)# continuity-check
static rmep

ステップ 14

mep mpid mpid

メンテナンス アソシエーション内に、MEP を静的に
定義します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# mep mpid 200

ステップ 15

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit
Router(config)#

ステップ 16

ethernet evc evc-name

EVC を指定し、CLI を EVC コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet evc evc_100

ステップ 17

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-evc)# exit
Router(config)#

ステップ 18

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface Ethernet 1/0

ステップ 19

no ip address

IP 処理をディセーブルにします。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 20

service instance id ethernet [evc-name]

例：

インターフェイス上でイーサネット サービス インス
タンスを指定し、CLI をサービス インスタンス コン
フィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet evc_100

ステップ 21

encapsulation dot1q vlan-id

例：

入力インターフェイス上の 802.1Q フレームを適切な
サービス インスタンスにマッピングする一致条件を
定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 22

bridge-domain bridge-id

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
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ステップ 23

コマンドまたはアクション

目的

cfm mep domain domain-name mpid mpid-value

ドメインに対して MEP を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# cfm mep domain CUSTOMER
mpid 1001

ステップ 24

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if-srv)# end
Router#

ステップ 25

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 26

interface type name

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface Ethernet 1/1

ステップ 27

no ip address

IP 処理をディセーブルにします。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 28

service instance id ethernet [evc-name]

例：

インターフェイス上にイーサネット サービス インス
タンスを設定し、CLI をサービス インスタンス コン
フィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet evc_100

ステップ 29

encapsulation dot1q vlan-id

例：

入力インターフェイス上の 802.1Q フレームを適切な
サービス インスタンスにマッピングする一致条件を
定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 30

bridge-domain bridge-id

ブリッジ ドメインを確立します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

ステップ 31

cfm mep domain domain-name mpid mpid-value

ドメインに対して MEP を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# cfm mep domain PROVIDER
mpid 201

ステップ 32

cfm mip level level-id

指定されたレベルで、MIP を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# cfm mip level 4

ステップ 33

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if-srv)# end
Router#
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トラブルシューティングのヒント
障害を確認して分離するには、まず最上位レベルのメンテナンス ドメインで次の手順を実行します。

1. デバイスのエラー ステータスをチェックします。
2. エラーが存在する場合、ループバック テストを実行してエラーを確認します。
3. 宛先まで traceroute を実行して、障害を分離します。
4. 障害が特定されたら、障害を修正します。
5. 障害が特定できない場合は、次の下位メンテナンス ドメインに移動し、手順 1 ～ 4 をそのメンテ
ナンス ドメイン レベルで繰り返します。

6. 必要に応じて最初の 4 つの手順を繰り返し、障害を特定して修正します。

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定に関する設定例
次に、ネットワークのプロビジョニングとサービスのプロビジョニングの例を示します。

• 「ネットワークのプロビジョニング：例」（P.80）
• 「サービスのプロビジョニング：例」（P.83）

ネットワークのプロビジョニング：例
この設定例では、CFM 関連のコマンドのみを示します。デバイス上にデータ パスをセットアップした
り、VLAN を設定したりするために必要なすべてのコマンドが示されているわけではありません。し
かし、VLAN が正しく設定されていなければ、デバイスとの間で CFM トラフィックを送受信できない
ので注意してください。
CE-A
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
!
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm mip auto-create level 7 vlan 1-4094
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mip level 7 vlan 101
<<<< Manual MIP
ethernet cfm mep domain ServiceProvider-L4 mpid 401 vlan 101
ethernet cfm mep domain OperatorA-L1 mpid 101 vlan 101
!
interface gigabitethernet4/2
ethernet cfm mip level 1 vlan 101
<<<< Manual MIP
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
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U-PE A
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
!
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm domain OperatorA-L1 level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
!
interface gigabitethernet3/1
ethernet cfm mip level 1 vlan 101
<<<< Manual MIP
!
interface gigabitethernet4/1
ethernet cfm mip level 1
<<<< Manual MIP
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
PE-AGG A
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm domain OperatorA-L1 level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
!
interface gigabitethernet3/1
ethernet cfm mip level 1 vlan 101
<<<< Manual MIP
!
interface gigabitethernet4/1
ethernet cfm mip level 1
<<<< Manual MIP
N-PE A
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
!
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain ServiceProvider-L4 level 4
mep archive-hold-time 60
mip auto-create
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1 <<<< manual MIP
!
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interface gigabitethernet4/0
ethernet cfm mip level 4
<<<< manual MIP
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
U-PE B
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain Customer-L7 level 7
mip auto-create
service Customer1 vlan 101 direction down
!
ethernet cfm domain ServiceProvider-L4 level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mip auto-create
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpB vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet1/0
ethernet cfm mip level 7
<<<< manual MIP
!
interface gigabitethernet2/0
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
PE-AGG B
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpB vlan 101
!
interface gigabitethernet1/1
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
!
interface gigabitethernet2/1
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
N-PE B
!
ethernet
ethernet
!
ethernet
ethernet
ethernet
!
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ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
mip auto-create
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpB vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet1/2
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
!
interface gigabitethernet2/2
ethernet cfm mip level 4
<<<< manual MIP
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
CE-B
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain Customer-L7 level 7
service Customer1 vlan 101 direction down
continuity-check
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up

サービスのプロビジョニング：例
CE-A
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain Customer-L7 level 7
service Customer1 vlan 101 direction down
continuity-check
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mep domain Customer-L7 mpid 701 vlan 101
U-PE A
!
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
ethernet
!

cfm
cfm
cfm
cfm
cfm

global
ieee
traceroute cache
traceroute cache size 200
traceroute cache hold-time 60
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ethernet cfm mip auto-create level 7 vlan 1-4094
!
ethernet cfm domain ServiceProvider-L4 level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorA-L1 level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mip level 7 vlan 101
<<<< Manual MIP
ethernet cfm mep domain ServiceProvider-L4 mpid 401 vlan 101
ethernet cfm mep domain OperatorA-L1 mpid 101 vlan 101
!
interface gigabitethernet4/2
ethernet cfm mip level 1 vlan 101
<<<< Manual MIP

PE-AGG A
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm domain OperatorA-L1 level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
!
interface gigabitethernet3/1
ethernet cfm mip level 1 vlan 101
<<<< Manual MIP
!
interface gigabitethernet4/1
ethernet cfm mip level 1
<<<< Manual MIP
N-PE A
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
!
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain ServiceProvider-L4 level 4
mep archive-hold-time 60
mip auto-create
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpA vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1
<<<< manual MIP
!
interface gigabitethernet4/0
ethernet cfm mip level 4
<<<< manual MIP
ethernet cfm mep domain OperatorA mpid 102 vlan 101
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U-PE B
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain Customer-L7 level 7
mip auto-create
service Customer1 vlan 101 direction down
!
ethernet cfm domain ServiceProvider-L4 level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpB vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet1/0
ethernet cfm mip level 7
<<<< manual MIP
ethernet cfm mep domain ServiceProvider-L4 mpid 402 vlan 101
ethernet cfm mep domain OperatorB mpid 201 vlan 101
!
interface gigabitethernet2/0
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
N-PE B
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
mip auto-create
service MetroCustomer1 vlan 101
continuity-check
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
mip auto-create
service MetroCustomer1OpB vlan 101
continuity-check
!
interface gigabitethernet1/2
ethernet cfm mip level 2
<<<< manual MIP
!
interface gigabitethernet2/2
ethernet cfm mip level 4
<<<< manual MIP
ethernet cfm mep domain OperatorB mpid 202 vlan 101
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CE-B
!
ethernet cfm global
ethernet cfm ieee
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
ethernet cfm domain Customer-L7 level 7
service Customer1 vlan 101 direction down
continuity-check
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mep domain Customer-L7 mpid 702 vlan 101

その他の参考資料
次の各項では、サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネット CFM の設定に関連する参
考資料を示します。

関連資料
関連トピック

参照先

CFM コマンド：コマンド構文、コマンド モード、コ 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』
マンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注意事項
および例

Cisco IOS コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注
意事項および例を記載したコマンド リスト
サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネッ
ト接続障害管理の設定（Cisco pre-Standard CFM
Draft 1）

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network」モジュール

プロバイダー エッジ デバイス上のイーサネット ロー 『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
カル管理インターフェイス
「Configuring Ethernet Local Management Interface on a Provider
Edge Device」モジュール

IP SLA for Metro Ethernet

『IP SLAs for Metro Ethernet』

NSF/SSO および MPLS

『NSF/SSO - MPLS LDP and LDP Graceful Restart 』

ISSU 機能

『Cisco IOS Broadband High Availability In Service Software
Upgrade』

ISSU の実行

『Cisco IOS In Service Software Upgrade Process and Enhanced Fast
Software Upgrade Process』

SSO

『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful
Switchover」の章
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規格
標準

タイトル

IEEE 802.1ag 規格
IEEE 802.3ah

『802.1ag - Connectivity Fault Management』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

『IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile』

MIB
MIB

MIB リンク

CISCO-ETHER-CFM-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された規格はありません。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
説明
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。

リンク

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE イーサネッ
ト CFM の設定に関する機能情報
表 1 は、この機能のリリース履歴です。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Cisco IOS Carrier Ethernet

Features Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）
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の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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表 1

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE CFM の設定に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

802.1ag - IEEE D8.1 標準準拠 CFM、Y.1731
マルチキャスト LBM / AIS / RDI / LCK、IP
SLA for Ethernet

12.2(33)SXI2 イーサネット CFM は、サービスインスタンスごとのエン
15.1(1)T
ドツーエンド イーサネット レイヤ OAM プロトコルです。
CFM には、大規模イーサネット MAN および WAN の予防
的な接続モニタリング、障害検証、および障害分離の機能
が含まれています。
この機能は、Cisco IOS ソフトウェアでの IEEE 802.1ag 標
準準拠 CFM（IEEE CFM）の実装です。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「IEEE CFM」（P.4）
• 「カスタマー サービス インスタンス」（P.4）
• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス ポイント」（P.7）
• 「CFM メッセージ」（P.10）
• 「クロスチェック機能」（P.11）
• 「SNMP トラップ」（P.12）
• 「CFM ドメインの設計」（P.15）
• 「IEEE イーサネット CFM の設定」（P.18）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。alarm、
clear ethernet cfm errors、clear ethernet cfm
maintenance-points remote、clear ethernet cfm statistics、
clear ethernet cfm traceroute-cache、continuity-check、cos
（CFM）
、debug cfm、debug ethernet cfm all、debug ethernet
cfm diagnostic、debug ethernet cfm error、debug ethernet
cfm events、debug ethernet cfm ha、debug ethernet cfm
packets、ethernet cfm alarm、ethernet cfm cc、ethernet cfm
domain level、ethernet cfm global、ethernet cfm ieee、
ethernet cfm interface、ethernet cfm logging、ethernet cfm
mep crosscheck、ethernet cfm mep crosscheck start-delay、
ethernet cfm mep domain mpid、ethernet cfm mip、ethernet
cfm mip level、ethernet cfm traceroute cache、ethernet cfm
traceroute cache hold-time, ethernet cfm traceroute cache size、
id（CFM）、maximum meps、mep archive-hold-time、mep
mpid、mip auto-create、mip auto-create（cfm-srv）、ping
ethernet、sender-id、sender-id（cfm-srv）、service、show
ethernet cfm domain、show ethernet cfm errors、show
ethernet cfm maintenance-points local、show ethernet cfm
maintenance-points remote、show ethernet cfm
maintenance-points remote detail、show ethernet cfm mpdb、
show ethernet cfm statistics、show ethernet cfm
traceroute-cache、snmp-server enable traps ethernet cfm cc、
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck、traceroute
ethernet
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表 1

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE CFM の設定に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

IEEE 802.1ag-2007 準拠 CFM：ブリッジ ドメ 12.2(33)SRE
インのサポート

機能情報
この機能は、Cisco IOS ソフトウェアで IEEE 802.1ag 標準
準拠 CFM のブリッジ ドメインをサポートします。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「IEEE CFM のブリッジ ドメインのサポート」（P.14）
• 「ブリッジ ドメインに対する CFM の設定」（P.75）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。cfm
encapsulation、cfm mep domain、debug ethernet cfm
all、debug ethernet cfm events、debug ethernet cfm
packets、ethernet cfm mep crosscheck、service evc、

show ethernet cfm maintenance-points remote
crosscheck、show ethernet cfm maintenance-points
remote detail
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用語集
CCM：Continuity Check Message（連続性チェック メッセージ）。MEP が定期的に送信するマルチキャ
スト CFM フレームで、これにより CCM が送信される MA レベルにおいて、送信側 MEP が属するメン
テナンス エンティティ全体の連続性が確認されます。CCM の受信に対する応答は行われません。
EVC：Ethernet Virtual Connection（イーサネット仮想接続）。複数のユーザ ネットワーク インター
フェイスのアソシエーションです。

MCL：Maximum Configured Level。Up MEP、Down MEP、または MIP の最上位レベル（0 ～ 7）。
この値は、VLAN またはブリッジ ドメインのサービスごとに保存されます。
MEP：Maintenance Endpoint（メンテナンス エンドポイント）。アクティブに管理される CFM エン
ティティ。サービス インスタンスの特定の DSAP に関連付けられ、CFM フレームの生成や受信、およ
び応答の追跡を行うことができます。単一の MA のエンドポイントであり、同じ MA 内の他の各 MEP
に代わって、別のメンテナンス エンティティを終端します。
MEP CCDB：すべての MEP が、メンテナンス ドメイン内の他の MEP に関して受信された情報を維
持するために持っているデータベース。

MIP：Maintenance Intermediate Point（メンテナンス中間ポイント）。特定の ISS SAP または EISS
Service Access Point に関連付けられた CFM エンティティです。CFM フレームに反応および対応します。
1 つの MA に関連付けられた、1 つまたは複数のメンテナンス エンティティ内の中間ポイントです。
MIP CCDB：メンテナンス ドメインの MEP に関する情報のデータベース。MIP CCDB は、MIP に
よって管理されます。
MP：Maintenance Point（メンテナンス ポイント）。MEP または MIP のいずれかです。
MPID：Maintenance Endpoint Identifier（メンテナンス エンドポイント ID）。特定の MEP を識別する
ための、対象の MA で一意の小さな整数です。
OAM：Operations, Administration, and Maintenance（運用管理および保守）。複数の標準化団体が、
運用管理および保守に関するプロトコルと手順を説明するために使用する用語です。たとえば、ATM
OAM や IEEE 標準 802.3ah OAM のように使用されます。
UNI：User-Network Interface（ユーザ ネットワーク インターフェイス）。カスタマーの機器に接続さ
れているオペレータのブリッジ部分を表す一般用語。UNI には、多くの場合 C-VLAN 対応のブリッジ
コンポーネントが含まれます。UNI という用語は、IEEE P802.1ag/D1.0 標準で、CFM の多様な機能
の目的を説明する場合に広く使用されます。UNI には、標準的な意味はありません。
Up MEP：ブリッジ内に存在し、ブリッジ リレー エンティティ方向に CFM メッセージを送受信する
MEP。
オペレータ：サービス プロバイダーに対し、プロバイダー ブリッジの単一のネットワーク、または単
一のレイヤ 2 または レイヤ 3 バックボーン ネットワークを提供するエンティティ。オペレータは、
サービス プロバイダーと同一の組織、または同じ組織の一部であってもかまいません。IEEE
P802.1ag/D1.0、『Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks』では、オペレータとサー
ビス プロバイダーは、別の組織だと想定されています。
「カスタマー」、「サービス プロバイダー」、「オペレータ」という用語は、IEEE P802.1ag/D1.0 に従っ
て実装された機器を使用する、組織や個人の間のビジネス関係を反映しています。
障害アラーム：システム管理者に接続障害を通知するアウトオブバンド シグナル。通常は SNMP 通知
です。
設定エラー リスト：MEP の作成時または削除時に、情報を記録する目的で、設定エラーを書き留める
ためのリスト。この情報は、show ethernet cfm コマンドで表示されます。
メンテナンス ドメイン：接続障害の管理対象として 1 つの管理に属するネットワークまたはネット
ワークの一部。メンテナンス ドメインの境界は、一連の Destination Service Access Point（DSAP）に
よって定義されます。各 DSAP はサービス インスタンスの接続ポイントになることができます。

91

サービス プロバイダー ネットワークでの IEEE 規格準拠のイーサネット CFM の設定
用語集

メンテナンス ドメイン名：CFM が、サービス インスタンスの偶発的連結を防止する、ドメインの一意
の ID。
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IEEE CFM での ITU-T Y.1731 障害管理機能
の設定

ここでは、IEEE Ethernet Connectivity Fault Management （CFM; 接続障害管理）プロトコルの一部と
して、ITU-Y.1731 障害管理機能である Ethernet Alarm Indication Signal（ETH-AIS; アラーム表示信
号）および Ethernet Remote Defect Indication（ETH-RDI; リモート障害表示）の実装について説明し
ます。

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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および
各機能がサポートされているリリースのリストについては、「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する
機能情報」（P.16）を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator 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。

この章の構成
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する前提条件」（P.2）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する制約事項」（P.2）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報」（P.3）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法」（P.7）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例」（P.11）
• 「その他の参考資料」（P.14）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する機能情報」（P.16）

IEEE CFM での ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定
ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する前提条件

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する前提条件
ビジネス上の要件
• ビジネス ポリシーおよびサービス ポリシーが確立されている。

• ネットワーク トポロジおよびネットワーク管理者が評価済みである。
技術上の要件

• CFM が設定され、Y.1731 障害管理機能が動作するように有効になっている必要があります。
• Server Maintenance Endpoint（SMEP; サーバ メンテナンス エンドポイント）が ETH-AIS 機能を
サポートする必要があります。

• Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）が AIS メッセージをサポート
するように設定されている必要があります。AIS メッセージは、MIP が設定されたインターフェ
イス上でのみ生成されます。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する制約事項
• ポート ASIC のハードウェアの制約事項のため、IEEE CFM は Per VLAN Spanning Tree（PVST）
プロトコルと共存できず、IEEE CFM は、同じシステム上で次のライン カードと連係できません。
– FI_WS_X6196_RJ21
– FI_WS_X6196_RJ45
– FI_WS_X6548_RJ21
– FI_WS_X6548_RJ45
• CFM loopback メッセージは、そのメンテナンス レベルに応じたメンテナンス ドメインのみに限
定されません。CFM loopback メッセージがそのメンテナンス レベルのみに限定されないことは、
次の各レベルに影響を与えます。

– アーキテクチャ：loopback メッセージについて、CFM レイヤリングに違反が発生します。
– 導入：ユーザがネットワークの設定を誤ったために、loopback メッセージが成功する可能性
があります。

– セキュリティ：不正なデバイスが、デバイスの MAC アドレスとレベルを認識する場合、本
来、透過的であるべきネットワーク トポロジが探索される可能性があります。

• ルーテッド インターフェイスは、Cisco IOS Release 12.4(11)T でのみサポートされます。
• IEEE CFM は、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）
の Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスでは、全機能がサポートされません。IEEE
CFM と Ethernet over MPLS（EoMPLS）疑似ワイヤ間で、相互作用は行われません。CFM パ
ケットは、疑似ワイヤ経由でのみ、通常のデータ パケットと同様に透過的に渡されます。ただし、
次の制限があります。

– MPLS アップリンク ポートとして Cisco Catalyst LAN カードを使用する Policy Feature Card
（PFC; ポリシー フィーチャ カード）ベースの EoMPLS の場合、通常のデータ パケットと同
様、EoMPLS 疑似ワイヤ経由で CFM パケットを透過的に渡すことができます。ただし、
CFM MEP や MIP は通常のレイヤ 2 スイッチポート インターフェイス上でサポートできます
が、EoMPLS エンドポイント インターフェイスを Maintenance Endpoint（MEP; メンテナン
ス エンドポイント）や MIP としては使用できません。
• CFM 設定は、EtherChannel や FastEthernet Channel（FEC）モードではサポートされていません。
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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報
ITU-T Y.1731 障害管理機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。
• 「連続性チェック メッセージ」（P.3）
• 「Server MEP」（P.3）
• 「MEP によって検出される障害状態」（P.3）
• 「ETH-AIS 機能」（P.4）
• 「ETH-RDI 機能」（P.6）

連続性チェック メッセージ
CFM Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）は、MEP 間で定期的に交換され
るマルチキャスト ハートビート メッセージです。CCM により、MEP はドメイン内の他の MEP を検
出することができ、MIP は MEP を検出することができます。CCM はドメイン内のみに限定されます。
『Configuring IEEE Standard-Compliant Ethernet CFM in a Service Provider
CCM の詳細については、
Network』設定モジュールの「Continuity Check Messages」の項を参照してください。

Server MEP
Server MEP（SMEP）は、リンクまたはトランスポート レイヤで定義された CFM メンテナンス アソ
シエーションのサーバ レイヤ終端機能と、サーバ イーサネット アダプテーション機能という 2 つの機
能を実行する仮想 MEP です。SMEP は、サーバ レイヤで障害状態を検出すると、ETH-AIS 情報が
入ったフレームを発行します。

MEP によって検出される障害状態
MEP によって検出された後、処理される障害状態は、次のとおりです。
• AIS 状態：MEP は、AIS フレームを受信します。
• Dying Gasp：回復不能な、ベンダー固有の状態。Dying Gasp は、次の状況で生成されます。
– 管理上ディセーブルな 802.3ah
– 管理ダウンによるリンク ダウン
– 電源の故障
– リロード

（注）

管理上ディセーブルな 802.3ah は、トラフィックを中断させないので AIS を生成しません。
ただし、Reason フィールドが空で、Cisco ルータと非 Cisco ルータのインターワーキング
の場合、ディセーブルによって常に AIS が生成されます。

障害状態に関する通知は、即座に、継続的に送信することができます。

• Loss of Continuity（LOC; 連続性の喪失）状態：MEP は、ピアの MEP から CCM の受信を停止し
ます。LOC 状態は、MEP ダウン エラーです。
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LOC は、リモート MEP のライフタイム タイマーが期限切れになり、ローカル MEP に対して AIS
状態が発生したときに生成されます。接続が回復すると、LOC 状態が解除されます。
• 結合誤り状態：DDM でメンテナンス レベルは正しいが、メンテナンス ID が誤っている場合、異
なるサービス インスタンスのフレームが、受信側 MEP のメンテナンス ID によって表されるサー
ビス インスタンスと結合されています。結合誤りの状態は、相互接続エラーです。

• RDI 状態：MEP は、RDI フィールドが設定された CCM を受信します。
• 信号障害状態：MEP またはサーバ レイヤ終端機能により、サーバ レイヤでの障害状態について、
SMEP に通知されます。信号障害状態は、次のとおりです。
– 設定エラー
– 相互接続エラー
– LOC
– ループ エラー
– MEP 喪失
– MEP 不明（予期しない MEP と同じ）
信号障害状態により、MEP に AIS 障害状態が発生し、その結果 MEP が AIS フレームを受信します。

MEP は信号障害状態を検出すると、各クライアント レイヤまたはサブレイヤのメンテナンス アソ
シエーションに、AIS フレームを送信します。
• 予期しない MEP 状態：正しいメンテナンス レベル、正しいメンテナンス ID、受信側の MEP
MPID と同じ予期しない Maintenance Point ID（MPID; メンテナンス ポイント ID）の CCM です。
予期しない MEP 状態は、クロスチェック エラーか、設定エラーのいずれかです。

MEP がピア MPID のリストを維持していれば、予期しない MPID の詳細を特定することは可能で
す。ピア MPID は、プロビジョニングの際に、各 MEP で設定する必要があります。

ETH-AIS 機能
ETH-AIS 機能は、サーバ レイヤまたはサーバ サブレイヤ（仮想 MEP）のいずれかで障害状態が検出
されたときに、アラームを抑止します。ETH-AIS 情報を含むフレームの送信は、MEP または SMEP
上でイネーブルまたはディセーブルにでき、障害状態が検出されたときに、MEP または SMEP のいず
れかによって、クライアント メンテナンス レベルで送信できます。

SMEP は物理リンク全体をモニタするので、AIS はネットワーク上の各 VLAN またはサーバに対して
生成されます。MEP は、VLAN、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）、およびリ
ンク アップ、リンク ダウン、および 802.3ah インターワーキングがサポートされている SMEP をモニ
タします。MEP は特定のレベルで接続障害を検出すると、検出された障害と逆方向に、クライアント
Maintenance Association（MA; メンテナンス アソシエーション）レベルで、AIS をマルチキャストし
ます。
AIS によって受信側の MEP がトラップを抑止します。これにより、Network Management System
（NMS; ネットワーク管理システム）が膨大な数のトラップを重複して受信することがなくなるととも
に、クライアントが障害の通知を非同期的に受け取ります。
ポイントツーポイント トポロジでは、MEP のピア MEP は 1 つだけです。したがって、ETH-AIS 情報
を受信した際に、アラームを抑制する対象のピア MEP は明白です。
しかしマルチポイント イーサネット トポロジの場合、MEP は ETH-AIS 情報が入ったフレームを受信
した際に、接続が解除されたリモート ピアを特定できません。また MEP は、アラームを抑制する対象
のピア MEP の関連するサブセットを特定できません。受信した ETH-AIS 情報に MEP 情報が含まれて
いないからです。MEP は対象のピア MEP を特定できないので、接続が存続するかどうかに関係なく、
すべてのピア MEP のアラームが抑制されます。
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Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）環境内での独立した復元機能のため、
STP 環境で ETH-AIS は適用されません。ただし、ネットワーク管理者が STP 環境で ETH-AIS 送信を
設定することができます。

ETH-AIS の送信、受信、および処理
ETH-AIS 情報が入ったフレームを送信するように設定できるのは、MEP と SMEP のみです。MEP は
障害状態を検出すると、設定されたクライアントのメンテナンス レベルで、ETH-AIS 情報が入ったフ
レームの送信をただちに開始します。フレームは、障害と反対の方向で、ピア MEP に送信されます。
最初の AIS フレームは、常に障害状態の検出直後に送信する必要がありますが、それ以降、設定され
た AIS 送信時間に基づいた頻度で送信されます。送信側の MEP は、障害状態が取り除かれるまで、
ETH-AIS 情報の入ったフレームを送信し続けます。フレームのヘッダー内のピリオド フラグは、送信
間隔を示します。デフォルトでは、AIS フレームが、設定された送信間隔の 3.5 倍の時間以内に受信さ
れない場合のみ、MEP によって障害状態がクリアされます。
（注）

AIS 送信周期は 1 秒に設定することが推奨されますが、IEEE CFM によってサポートされるすべての
VLAN で ETH-AIS をイネーブルにするために、1 分という AIS 送信周期がサポートされています。
MEP は、ETH-AIS 情報が入ったフレームを受信すると、フレームを検査して、メンテナンス アソシ
エーション レベルがそれ自体のメンテナンス アソシエーション レベルに対応していることを確認しま
す。MEP は AIS 状態を検出すると、すべてのピア MEP に関連する loss-of-continuity（連続性の喪失）
アラームを抑止します。ピア MEP は、受信側の MEP の AIS 状態が終了した場合のみ、
loss-of-continuity アラームの生成を再開できます。
クライアント レイヤまたはクライアント サブレイヤが複数のメンテナンス アソシエーションで構成さ
れ、サーバ レイヤまたはサーバ サブレイヤ MEP が障害状態を検出したときに、それらのメンテナン
ス アソシエーションにも、アラーム抑止の通知が必要な場合があります。最初の AIS フレームは、す
べてのクライアント レイヤまたはサブレイヤ メンテナンス アソシエーションに対し、障害状態の検出
から 1 秒以内に送信する必要があります。

AIS と 802.3ah のインターワーキング
次の状態は、SMEP AIS の状態に影響を与えます。

• デフォルトでは、リンク ダウン イベントが発生すると、SMEP は AIS 状況を開始し、直接のクラ
イアント メンテナンス アソシエーション レベルのすべてのサービスに対して AIS フレームを生成
します。

• リンク アップ イベントが発生すると、SMEP は、AIS 状態を終了し、AIS フレームの生成を停止
します。

• ローカルの障害検出は、Dying Gasp、リンク障害、または重大な 802.3ah Remote Fault Indication
（RFI; リモート障害検出）によって生じます。802.3ah が再度確立されると、SMEP は AIS 状態を
終了し、AIS フレームの生成を停止します。
• インターフェイスをエラー ディセーブルにする設定可能なアクションで、上限しきい値を超えた
ために生じるローカルの障害検出

• Dying Gasp、リンク障害、または重大なイベントによって送信された RFI
検出された障害の原因が Dying Gasp の場合、リンクは両方向でダウンし、図 1 に示すように AIS およ
び RDI フレームが作成されます。
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図 1

RX と TX の両方の障害に伴う AIS/R フレーム フロー
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ETH-RDI 機能
MEP は ETH-RDI 機能を使用して、障害状態が発生したことをピア MEP に通知することができます。
ETH-RDI が使用されるのは、ETH-CC 送信がイネーブルになっている場合のみです。
ETH-RDI には、次の 2 種類の用途があります。
• 片終端障害管理：受信側の MEP が RDI 障害状態を検出した場合、その障害がこの MEP の他の障
害状態と関連し合い、故障の原因となることがあります。1 つの MEP で ETH-RDI 情報が受信さ
れない場合は、その MA 全体に障害が存在しません。
• 遠端パフォーマンス モニタリングへの寄与：遠端に障害状態があったことを表し、パフォーマン
ス モニタリング プロセスに対する 1 つの入力情報として使用されます。
障害状態にある MEP は、ETH-RDI 情報を含む CCM を送信します。MEP は、ETH-RDI 情報を含む
CCM を受信すると、そのメンテナンス アソシエーション レベルが、設定されたメンテナンス アソシ
エーション レベルに対応することを確認した後、RDI が設定されている場合は、RDI 状態を検出しま
す。受信側 MEP は、CCM の RDI フィールドで障害状態の時間の長さを設定します。また MEP で
CCM 送信がイネーブルな場合、設定された送信間隔に基づいて CCM を送信します。障害状態が解消
すると、MEP は後続の送信について、CCM の RDI フィールドをクリアします。
ポイントツーポイント イーサネット接続の場合、MEP は、ピア MEP から RDI フィールドがクリアさ
れた CCM を最初に受信したときに、RDI 状態をクリアすることができます。マルチポイント イーサ
ネット接続の場合、デフォルト状態で MEP はピア MEP を特定できません。したがって、各ピア MEP
から RDI フィールドがクリアされた CCM を受信した場合のみ RDI 状態をクリアすることができます。

ETH-RDI 機能は、連続性チェックの一部であり、デフォルトでイネーブルです。連続性チェックの詳
細については、『Configuring IEEE Standard-Compliant Ethernet CFM in a Service Provider Network 』
設定モジュールを参照してください。
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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法
ETH-AIS と ETH-RDI は、CFM が設定されている場合、いずれもデフォルトでイネーブルですが、
CFM の設定時に、別々にコマンドを実行して手動でイネーブルにすることができます。この機能を
ディセーブルまたはイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

• 「ETH-AIS 機能のディセーブル化」（P.7）（任意）
• 「シングル インターフェイス SMEP での ETH-AIS のイネーブル化と他のすべてのポートでの
ETH-AIS のディセーブル化」（P.9）（任意）

ETH-AIS 機能のディセーブル化
ETH-AIS 機能をディセーブルにするには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm ais link-status global
4. disable
5. exit
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
7. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
8. no ais [expiry-threshold | level | period | suppress-alarms]
9. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm ais link-status global

AIS の生成をグローバルにイネーブルにし、CLI を
CFM SMEP AIS コンフィギュレーション モードにし

例：

ます。

Router(config)# ethernet cfm ais link-status
global

ステップ 4

disable

AIS 送信をディセーブルにします。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# disable

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# exit

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain
PROVIDERDOMAIN level 4

ステップ 7

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI をイーサネット CFM サービス
コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service
customer101provider evc customer101provider@101
vlan 101

ステップ 8

no ais [expiry-threshold | level | period |
suppress-alarms]

特定のメンテナンス アソシエーションで、AIS 機能
をディセーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# no ais

ステップ 9

end

例：
Router(config-ecfm-srv)# end
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シングル インターフェイス SMEP での ETH-AIS のイネーブル化と他のす
べてのポートでの ETH-AIS のディセーブル化
ETH-AIS 機能を手動でイネーブルにするには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
5. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
6. ais [expiry-threshold threshold | level level-id | period seconds | suppress-alarms]
7. ais [expiry-threshold threshold | level level-id | period seconds | suppress-alarms]
8. exit
9. service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id [direction down]]
10. continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep]
11. ethernet cfm ais link-status global
12. disable
13. interface type number
14. ethernet oam remote-loopback {supported | timeout seconds}
15. ethernet cfm mip level level-id [vlan {vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}]
16. ethernet cfm ais link-status [level level-id | period seconds]
17. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain
PROVIDERDOMAIN level 4
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI をイーサネット CFM サービス
コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service
customer101provider evc customer101provider@101
vlan 101

ステップ 5

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 6

ais [expiry-threshold threshold | level
level-id | period seconds | suppress-alarms]

特定のメンテナンス アソシエーションで、AIS 機能
をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# ais period 1

ステップ 7

ais [expiry-threshold threshold | level
level-id | period seconds | suppress-alarms]

特定のメンテナンス アソシエーションで、AIS 機能
をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# ais level 7

ステップ 8

exit

CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-ecfm-srv)# exit

ステップ 9

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id |
vpn-id vpn-id} [port | vlan vlan-id
[direction down]]

メンテナンス ドメイン内にメンテナンス アソシエー
ションを設定し、CLI をイーサネット CFM サービス
コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ecfm)# service
customer110provider evc customer110provider@110
vlan 110

ステップ 10

continuity-check [interval time |
loss-threshold threshold | static rmep]

CCM の送信をイネーブルにします。

例：
Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

ステップ 11

ethernet cfm ais link-status global

例：
Router(config-ecfm-srv)# ethernet cfm ais
link-status global

ステップ 12

disable

例：
Router(config-ais-link-cfm)# disable
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AIS 生成をグローバルにイネーブルにし、SMEP に
対して AIS コマンドを設定するために、CFM SMEP
AIS コンフィギュレーション モードにします
（config-ais-link-cfm）。
リンクステータスの変更によって生じる AIS フレー
ムの生成をディセーブルにします。
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイス タイプを指定し、CLI をインター
フェイス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# interface ethernet
0/1

ステップ 14

ethernet oam remote-loopback {supported |
timeout seconds}

例：

インターフェイス上でイーサネット OAM リモート
ループバック操作のサポートをイネーブルにするか、
リモート ループバック タイムアウト時間を設定しま
す。

Router(config-if)# ethernet oam remote-loopback
supported

ステップ 15

ethernet cfm mip level level-id [vlan {vlan-id
| vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}]

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルで、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 4
vlan 101

ステップ 16

ethernet cfm ais link-status [level level-id |
period seconds]

SMEP から AIS 生成をイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm ais link-status

ステップ 17

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例
ここでは、次の例について説明します。

• 「インターフェイスでの IEEE CFM のイネーブル化：例」（P.11）
• 「AIS のイネーブル化：例」（P.12）
• 「show コマンドの出力：例」（P.12）

インターフェイスでの IEEE CFM のイネーブル化：例
次に、インターフェイスにおける IEEE CFM をイネーブルにする例を示します。
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpA vlan 100
!
ethernet cfm enable
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ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1
!
interface gigabitethernet4/0
ethernet cfm mip level 4
ethernet cfm mep level 1 mpid 102 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 1 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3

AIS のイネーブル化：例
次に、AIS をイネーブルにする方法の例を示します。
!
ethernet cfm domain PROVIDER_DOMAIN level 4
service customer101provider evc customer101provider@101 vlan 101
continuity-check
ais period 1
ais level 7
service customer110provider evc customer110provider@110 vlan 110
continuity-check
!
ethernet cfm ais link-status global
disable
!
!
interface Ethernet 0/1
no ip address
ethernet oam remote-loopback supported
ethernet oam
ethernet cfm mip level 4 vlan 1,101,110
ethernet cfm ais link-status
!

show コマンドの出力：例
次の show ethernet cfm maintenance-point local detail コマンドの出力例は、ローカル MEP の設定
を示しています。
Router# show ethernet cfm maintenance-points local detail
MEP Settings:
------------MPID: 2101
DomainName: PROVIDERDOMAIN
Level: 4
Direction: I
Vlan: 101
Interface: Et0/1
CC-Status: Enabled
MAC: aabb.cc03.8410
Defect Condition: AIS
presentRDI: TRUE
AIS-Status: Enabled
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AIS Period: 1000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: Yes

次の show ethernet cfm smep コマンドの出力例は、SMEP の設定を示しています。
Router# show ethernet cfm smep
SMEP Settings:
-------------Interface: Ethernet0/0
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000 (ms)
Level to transmit AIS: 4
Defect Condition: No Defect

次の show ethernet cfm smep interface コマンドの出力例は、SMEP 上の特定のインターフェイスの
設定を示しています。
Router# show ethernet cfm smep interface ethernet 0/1
SMEP Settings:
-------------Interface: Ethernet0/1
LCK-Status: Enabled
LCK Period: 60000 (ms)
Level to transmit LCK: Default
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000 (ms)
Level to transmit AIS: Default
Defect Condition: No Defect
Router#

次の show ethernet cfm errors コマンドの出力例は、デバイス上のイーサネット CFM エラーを示して
います。
Router# show ethernet cfm errors
Level
5

Vlan
102

MPID
-

Remote MAC
aabb.cc00.ca10

Reason
Receive AIS

Service ID
service test

次の show ethernet cfm maintenance-points remote detail コマンドの出力例は、特定のリモート
MEP の詳細情報を示しています。
Router# show ethernet cfm maintenance-points remote detail mpid 66
MAC Address: aabb.cc00.ca10
Domain/Level: PROVIDERDOMAIN/4
EVC: test
MPID: 66 (Can ping/traceroute)
Incoming Port(s): Ethernet0/2
CC Lifetime(sec): 75
Age of Last CC Message(sec): 8
Receive RDI: TRUE
Frame Loss: 0%
CC Packet Statistics: 2/0 (Received/Error)

13

IEEE CFM での ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定
その他の参考資料

R1#MAC Address: aabb.cc00.ca10
Domain/Level: PROVIDERDOMAIN/4
EVC: test
MPID: 66 (Can ping/traceroute)
Incoming Port(s): Ethernet0/2
CC Lifetime(sec): 75
Age of Last CC Message(sec): 8
Receive RDI: TRUE
Frame Loss: 0%
CC Packet Statistics: 2/0 (Received/Error)

その他の参考資料
次の項では、ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定機能に関連する参考資料を示します。

関連資料
関連トピック

参照先

IEEE CFM

『Configuring IEEE Standard-Compliant Ethernet CFM in a Service
Provider Network』

OAM の使用

『Using Ethernet Operations, Administration, and Maintenance』

IEEE CFM および Y.1731 コマンド：コマンド構文、 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』
コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使
用に関する注意事項および例

Cisco IOS コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注
意事項および例を記載したコマンド リスト

規格
標準

タイトル

IEEE 802.1ag

『802.1ag - Connectivity Fault Management』

IEEE 802.3ah

『Ethernet in the First Mile』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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
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RFC
RFC

タイトル

なし

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/techsupport

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Carrier Ethernet Features

Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連
の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定

15.0(1)XA
12.2(33)SRE
15.1(1)T

ITU-Y.1731 障害管理機能は、大規模 MAN および WAN に
おける障害検出、障害検証、および障害分離を実現するた
めに、IEEE CFM に ETH-AIS 機能および ETH-RDI 機能
を追加します。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報」
（P.3）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法」（P.7）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例」
（P.11）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。ais、clear
ethernet cfm ais、disable（CFM-AIS-link）、ethernet cfm ais
link-status、ethernet cfm ais link-status global、level
（cfm-ais-link）、period（cfm-ais-link）、show ethernet cfm errors、
show ethernet cfm maintenance-points local、show ethernet cfm
maintenance-points remote detail、show ethernet cfm smep
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。
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© 2009–2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IEEE 準拠 CFM MIB
IEEE 準拠 CFM MIB（IEEE CFM MIB）は、IEEE 802.1ag に準拠する接続障害管理（IEEE CFM）
サービスに対する MIB サポートを提供します。IEEE CFM MIB は、パスの追跡、接続の確認と管理、
およびネットワーク内の障害の検出を行うツールとして使用できます。
ここでは、IEEE CFM MIB と、この MIB によってサポートされる IEEE CFM サービスについて説明
します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「IEEE 準拠 CFM MIB に関する機能情
報」（P.7）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよび Cisco ソフトウェア イメージのサ
ポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「IEEE 準拠 CFM MIB に関する前提条件」（P.1）
• 「IEEE 準拠 CFM MIB に関する制約事項」（P.2）
• 「IEEE 準拠 CFM MIB について」（P.2）
• 「その他の参考資料」（P.5）
• 「IEEE 準拠 CFM MIB に関する機能情報」（P.7）

IEEE 準拠 CFM MIB に関する前提条件
• ソフトウェア イメージ内に CFM 8.1ag モジュールが存在している必要があります。

IEEE 準拠 CFM MIB
IEEE 準拠 CFM MIB に関する制約事項

IEEE 準拠 CFM MIB に関する制約事項
• IEEE CFM MIB は SET 動作をサポートしていません。
• IEEE CFM MIB は、行の作成機能をサポートしていません。
• Cisco ME 3400、ME 3400E、および Catalyst 3750 Metro の各スイッチは、ブリッジ ドメインお
よび IETF で CFM MIB をサポートしていません。

IEEE 準拠 CFM MIB について
• 「IEEE CFM MIB の実装」（P.2）
• 「IEEE CFM MIB でサポートされる IEEE CFM サービス」（P.2）
• 「IEEE CFM MIB のテーブル」（P.3）

IEEE CFM MIB の実装
IEEE CFM MIB は、IEEE 802.1ap 標準に準拠しており、この標準では IEEE CFM MIB を、
IEEE8021-CFM-MIB および IEEE8021-CFM-V2-MIB という 2 つのモジュールとして規定していま
す。IEEE CFM MIB 機能は、両方のモジュールを実装します。
IEEE 802.1ag 標準には、ネットワーク内の接続障害を検出して分離するための機能が規定されていま
す。ネットワーク オペレータは、ネットワーク管理ツールを使用して、パス探索、接続の検証および
管理、ならびにネットワーク障害の検出を行う必要があります。IEEE CFM MIB には、ネットワーク
管理者によって作成、書き込み、および読み取りが可能なテーブルおよびオブジェクトが含まれていま
す。また、管理者は、このようなテーブルまたはオブジェクトの管理者になることができる別のプロバ
イダーに対して、限定的な権限を付与することもできます。一部のテーブルおよびオブジェクト
（CFM スタック管理対象オブジェクトやデフォルトのメンテナンス ドメイン レベルのオブジェクトな
ど）は、ネットワークまたはブリッジの所有者だけが使用できます。

IEEE CFM MIB でサポートされる IEEE CFM サービス
表 1 に、IEEE CFM MIB がサポートする IEEE CFM サービスと、そのサービスに関連付けられている
MIB モジュールを示します。
表 1

IEEE 準拠 CFM MIB でサポートされる IEEE CFM サービス

CFM サービス
CFMoVLAN

必要な IF-MIB サポート

関連するサービス MIB モジュール

インターフェイスに対する

—

IF-MIB サポート
CFMoEVC with BD

CFMoEVC with XC

2

ブリッジ ドメインとして定義さ
れた Ethernet Flow Point（EFP;
イーサネット フロー ポイント）
転送に対する IF-MIB サポート

• CISCO-EVC-MIB

相互接続として定義された EFP
転送に対する IF-MIB サポート

• CISCO-EVC-MIB

• CISCO-BRIDGE-DOMAIN-MIB

• CISCO-IETF-PW-MIB

IEEE 準拠 CFM MIB
IEEE 準拠 CFM MIB について

IEEE CFM MIB のテーブル
IEEE CFM MIB には、テーブルおよび一連のアラームが含まれています。ここでは、それらをモ
ジュール別に示します。

• 「IEEE8021-CFM-MIB」（P.3）
• 「IEEE8021-CFM-V2-MIB」（P.4）

IEEE8021-CFM-MIB
IEEE8021-CFM-MIB モジュールには、6 つのテーブルおよび一連のアラームが含まれています。テー
ブルは次のとおりです。
：Maintenance Endpoint（MEP; メンテナンス
• リンクトレース応答テーブル（dot1agCfmLtrTable）
エンドポイント）テーブルを拡張したもので、linktrace メッセージへの応答として特定の MEP で
受信した linktrace 応答のリストが入っています。

• Maintenance Association（MA; メンテナンス アソシエーション）ネットワーク テーブル
（dot1agCfmMaNetTable）：メンテナンス アソシエーションがリストされており、テーブルの各行
が 1 つのメンテナンス アソシエーションを表しています。MA テーブルのこの部分は、メンテナ
ンス ドメイン内のすべてのブリッジ間で、または単一ブリッジのすべてのコンポーネント間で一
定です。

• メンテナンス ドメイン テーブル（dot1agCfmMdTable）：メンテナンス ドメインがリストされてお
り、テーブルの各行が、異なるメンテナンス ドメインを表しています。

• MAMEP テーブル（dot1agCfmMaMepListTable）：MA に関する既知の MEP のテーブル エント
リがリストされています。

• MEP データベース テーブル（dot1agCfmMepDbTable）：MEP テーブルを拡張したもので、メン
テナンス ドメイン内の他の MEP に関して受信した情報のデータベースです。
• MEP テーブル（dot1agCfmMepTable）：MEP がリストされており、テーブルの各行が、異なる
MEP を表しています。
障害状態の検出時には、この管理エンティティに対して障害アラーム（通知またはトラップ）が送信さ
れます。障害状態を検出した MEP の Object Identifier（OID; オブジェクト ID）が、そのアラームの一
部として送信されます。
障害アラームにはプライオリティが割り当てられ、これによって、次の各機能を実行できます。

• 障害状態が続いたまま一定時間が経過した場合に障害アラームを送信するように定義します。デ
フォルト値は 2.5 秒です。
• アラームが発生しない状態が一定時間続いた場合にはアラームを送信しないように定義します。デ
フォルト値は 10 秒です。
• 5（最高）～ 1（最低）のアラーム プライオリティを定義し、これによって、障害アラームをトリ
ガーする障害を管理します。
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障害の説明および関連付けられている障害アラーム プライオリティ
表 2 に、関連付けられているプライオリティ順に、障害を示します。
表 2

障害の説明および関連付けられている障害アラーム プライオリティ

障害

プライオリティ

説明

DefXconCCM

5（最高）

1 つ以上の相互接続 Continuity Check Message（CCM; 連
続性チェック メッセージ）を受信してから、まだ（少な
くとも 1 つの）CCM 送信間隔の 3.5 倍の時間は経過して
いません：相互接続エラー。

DefErrorCCM

4

1 つ以上の無効な CCM を受信してから、まだ CCM 送信
間隔の 3.5 倍の時間は経過していません：クロスチェック
エラー（不明な MEP、設定エラー、ループ エラー）。

DefRemoteCCM

3

少なくとも 1 つのリモート MEP ステート マシンが、他の
リモート MEP から有効な CCM を受信していません：ク
ロスチェック エラー（MEP 喪失）。

DefMACstatus

2

1 つ以上のリモート MEP が、ポート ステータス
Type-Length-Value（TLV）またはインターフェイス ス
テータス TLV で障害を報告しています：MEP ダウン。

DefRDICCM

1（最低）

少なくとも 1 つのリモート MEP ステート マシンが、他の
リモート MEP から Remote Defect Indication（RDI; リ
モート故障表示）ビットが設定された有効な CCM を受信
しています。

IEEE8021-CFM-V2-MIB
IEEE8021-CFM-V2-MIB モジュールには、次の 5 つのテーブルが含まれています。
• CFM 設定エラー リスト テーブル（ieee8021CfmConfigErrorListTable）：設定が誤っているイン
ターフェイスおよび VID のリストが入っています。
• CFM デフォルト MD レベル テーブル（ieee8021CfmDefaultMdTable）：ブリッジ コンポーネント
ごとに、特定のメンテナンス アソシエーション管理対象オブジェクトに関連付けられていない

VID に対する MIP Half Function（MHF）の作成と、それらの MHF による Sender ID TLV の送信
を制御します。

• CFM メンテナンス アソシエーション コンポーネント テーブル（ieee8021CfmMaCompTable）：
メンテナンス アソシエーションをリストしています。テーブルの各行が、1 つのメンテナンス ア
ソシエーションを表しています。MA テーブルのこの部分は、メンテナンス ドメイン内のブリッ
ジ間、または単一ブリッジのコンポーネント間で可変です。

• CFM スタック テーブル（ieee8021CfmStackTable）：インターフェイスに設定されているメンテナ
ンス ポイントの情報を取得できるようにするものです。ブリッジごとに 1 つのスタック テーブル
があります。

• CFM VLAN テーブル（ieee8021CfmVlanTable）：プライマリ VID と VLAN との関連付けを定義
しています。プライマリ VID ではない VID と、複数の VID が関連付けられている VLAN に属す
る VID は、それぞれこのテーブルに 1 つのエントリを持っています。単一の VID しか関連付けら
れていない VLAN については、このテーブルにエントリはありません。
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その他の参考資料
関連資料
関連項目

Cisco IOS コマンド：コマンド構文、コマンド モー

参照先
『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注
意事項および例を記載したコマンド リスト

Cisco IOS キャリア イーサネットのコマンド：コマン 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』
ド構文の詳細、コマンド モード、コマンド履歴、デ
フォルト設定、使用上の注意事項、および例
キャリア イーサネットの設定

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』

規格
規格

タイトル

IEEE 802.1ag-2007

『IEEE Standard for Local and metropolitan area networks—Virtual
Bridged Local Area Networks 』

IEEE 802.1ap

『802.1ap - Management Information Base （MIB）definitions for
VLAN Bridges』

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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表 3 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特
定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature
Navigator 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。

（注）

表 3

表 3 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

IEEE 準拠 CFM MIB に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

IEEE 準拠 CFM MIB

12.2(54)SE
15.1(1)S

IEEE CFM MIB は、IEEE CFM サービスに MIB サポート
を提供します。IEEE CFM MIB は、パスの追跡、接続の確
認と管理、およびネットワーク内の障害の検出を行うツー
ルとして使用できます。
12.2(54)SE では、この機能が Cisco ME 3400、ME
3400E、および Catalyst 3750 Metro スイッチ プラット
フォームに導入されました。

15.1(1)S では、この機能が Cisco 7600 シリーズ ルータに
導入されました。
次のコマンドが変更されました。ethernet cfm alarm、
snmp-server enable traps ethernet cfm alarm、

snmp-server host

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号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、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、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
アドレスおよび電話番号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。

Copyright© 2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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サービス プロバイダー ネットワークでのイー
サネット CFM の設定
イーサネット Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）は、サービスインスタンスごと
のエンドツーエンド イーサネット レイヤ Operations, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管
理およびメンテナンス）プロトコルです。このプロトコルには、大規模イーサネット
Metropolitan-Area Network（MAN; メトロポリタンエリア ネットワーク）および WAN の予防的な接
続モニタリング、障害検証、および障害分離の機能が含まれています。
イーサネットが MAN および WAN テクノロジーとして使用されるようになり、従来のエンタープライ
ズ ネットワークのみを中心としたイーサネットの運用に、新しく OAM 要件が加わっています。イー
サネット テクノロジーが、エンタープライズ ネットワークよりはるかに大規模で複雑なネットワーク
と、広範なユーザ ベースを持つサービス プロバイダーの領域に拡大するのに伴い、リンク アップタイ
ムの運用管理が不可欠になっています。さらに重要なことに、障害の迅速な分離とその対処は、今や通
常の日常的運用で必須であり、OAM がサービス プロバイダーの競争力に直接影響を及ぼします。

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。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および
各機能がサポートされているリリースのリストについては、「サービス プロバイダー ネットワークでの
イーサネット接続障害管理の設定に関する機能情報」
（P.80）を参照してください。

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、Cisco
Catalyst OS ソフトウェア イメージ、および Cisco IOS XE 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。Cisco Feature Navigator 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。

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定
この章の構成

この章の構成
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する前提条件」（P.2）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する制約事項」（P.2）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する情報」（P.3）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット接続障害管理の設定手順」（P.14）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する設定例」（P.73）
• 「その他の参考資料」（P.78）
• 「サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット接続障害管理の設定に関する機能情報」
（P.80）

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM
の設定に関する前提条件
ビジネス上の要件
• ネットワーク トポロジおよびネットワーク管理者が評価済みである。

• ビジネス ポリシーおよびサービス ポリシーが確立されている。
• Maintenance Endpoint（MEP; メンテナンス エンドポイント）、Maintenance Intermediate Point
（MIP; メンテナンス中間ポイント）、レベル、サービス インスタンス ID、クロスチェック タイ
マー、クロスチェック、およびドメインの設定で、High Availability（HA; ハイ アベイラビリ
ティ）に関連してサポートされているすべてのコマンドに対し、Partial Route Computation
（PRC）コードが実装されている。
• Non-Stop Forwarding（NSF）および In Service Software Upgrade（ISSU）を使用するには、
Stateful Switchover（SSO）が設定され、正しく動作する必要があります。

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM
の設定に関する制約事項
• Cisco IOS Release 12.2(33)SRD よりも前のリリースでは、CFM と Per VLAN Spanning Tree
（PVST）プロトコルが同じシステム上で共存できません。
• CFM は、同じシステム上で次のライン カードが使用されている場合、機能できません。
– FI_WS_X6196_RJ45
– FI_WS_X6196_RJ21
– FI_WS_X6548_RJ45
– FI_WS_X6548_RJ21
• Cisco IOS Release 12.2(33)SRD で、CFM と PVST の共存がサポートされるようになりましたが、
同じシステム上で両方のプロトコルが機能するには、各ライン カードが少なくとも 3 つの一致す
るレジスタをサポートし、少なくとも 1 つのライン カードが 44 ビット MAC の一致のみをサポー
トできる必要があります。ただし Cisco 7600 シリーズ Supervisor Engine 720 は例外的に、2 つの
一致レジスタのみで、CFM と PVST の共存をサポートします。
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• CFM loopback メッセージは、そのメンテナンス レベルに応じたメンテナンス ドメインのみに限
定されません。CFM loopback メッセージがそのメンテナンス レベルのみに限定されないことは、
次の各レベルに影響を与えます。

– アーキテクチャ：loopback メッセージについて、CFM レイヤリングに違反が発生します。
– 導入：ユーザがネットワークの設定を誤ったために、loopback メッセージが成功する可能性
があります。

– セキュリティ：不正なデバイスが、デバイスの MAC アドレスとレベルを認識する場合、本
来、透過的であるべきネットワーク トポロジが探索される可能性があります。

• ルーテッド インターフェイスは、Cisco IOS Release 12.4(11)T でのみサポートされます。
• CFM は、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の
Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスでは、完全にサポートされるわけではありま
せん。CFM と Ethernet over MPLS（EoMPLS）疑似ワイヤ間で、相互作用は行われません。CFM
パケットは、疑似ワイヤ経由でのみ、通常のデータ パケットと同様に透過的に渡されます。ただ
し、次の制限があります。

– MPLS アップリンク ポートとして Cisco Catalyst LAN カードを使用する Policy Feature Card
（PFC; ポリシー フィーチャ カード）ベースの EoMPLS の場合、通常のデータ パケットと同
様、EoMPLS 疑似ワイヤ経由で CFM パケットを透過的に渡すことができます。ただし、
CFM MEP や MIP は通常のレイヤ 2 スイッチポート インターフェイス上でサポートできます
が、EoMPLS エンドポイント インターフェイスを MEP や MIP としては使用できません。
• CFM 設定は、EtherChannel の FastEthernet Channel（FEC）モードではサポートされていません。
• イーサネット OAM 3.0：CFM over BD（タグなし）機能は、ES20 および ES40 ライン カード上
でのみサポートされています。

• HA 機能である NFS/SSO Support in CFM 802.1ag/1.0d や、CFM 802.1ag/1.0d での ISSU サポー
トは、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスでサポートされていません。
• NFS/SSO Support in CFM 802.1ag/1.0d 機能は、traceroute およびエラー データベースでサポート
されていません。

• Cisco IOS Release 12.2(33)SRD は、ブロックされたポート経由の CFM メッセージの受け渡しを
サポートしていません。

• Cisco IOS Release 12.2(33)SXI1 は、CFM メッセージをサポートしていません。

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM
の設定に関する情報
イーサネット CFM を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「イーサネット CFM」（P.4）
• 「カスタマー サービス インスタンス」（P.4）
• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス ポイント」（P.7）
• 「CFM メッセージ」（P.9）
• 「クロスチェック機能」（P.10）
• 「SNMP トラップ」（P.10）
• 「イーサネット CFM とイーサネット OAM の相互作用」（P.11）
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• 「CFM でサポートされている HA 機能」（P.12）
• 「CFM 802.1ag/1.0d での NSF/SSO サポート」（P.13）
• 「CFM 802.1ag/1.0d での ISSU サポート」（P.13）

イーサネット CFM
イーサネット CFM は、サービスインスタンスごとのエンドツーエンド イーサネット レイヤ OAM プ
ロトコルで、予防的な接続モニタリング、障害検証、および障害分離の機能が含まれています。エンド
ツーエンドとは、PE から PE、または CE から CE 間です。サービスは、サービス プロバイダー
VLAN（S-VLAN）または EVC サービスです。

CFM がエンドツーエンド テクノロジーであることが、他のメトロイーサネット OAM プロトコルとの
違いです。たとえば、MPLS、ATM、および SONET OAM は、イーサネット ワイヤのデバッグに役
立ちますが、必ずしもエンドツーエンドではありません。802.3ah OAM は、物理回線ごとのシングル
ホップ プロトコルであり、エンドツーエンド方式でも、サービス認識方式でもありません。Ethernet
Local Management Interface（E-LMI; イーサネット ローカル管理インターフェイス）は、ユーザエン
ドのプロバイダー エッジ（uPE）と CE の間に限定され、メトロイーサネット ネットワークのステー
タスの CE への報告は、CFM に依存します。
イーサネット レイヤ 2 サービスを提供するキャリア ネットワークのトラブルシューティングは困難な
作業です。カスタマーはエンドツーエンドのイーサネット サービスについてサービス プロバイダーに
問い合わせます。サービス プロバイダーがオペレータの下請け業者として、機器やネットワークを提
供することもあります。従来からイーサネットが導入されてきたエンタープライズ ネットワークと比
較して、これらの構成ネットワークは個別の組織や部門に属し、はるかに大規模で複雑であり、広い
ユーザ ベースを持っています。サービス プロバイダーにとって、日常の運用におけるリンクのアップ
タイムの運用管理や、障害の迅速な分離と対処は重要で、イーサネット CFM が競争上の優位性をもた
らします。

CFM の利点
イーサネット CFM には次のような利点があります。

• エンドツーエンドのサービスレベル OAM テクノロジー
• サービス プロバイダーのイーサネット ネットワークでの運用コストの削減
• サービス プロバイダーの競争上の優位性
• 外側向き MEP の機能拡張により、分散環境とアクセス ネットワーク環境の両方をサポート

カスタマー サービス インスタンス
Customer Service Instance（CSI; カスタマー サービス インスタンス）は、イーサネットの島の中では
S-VLAN によって特定され、グローバルに一意のサービス ID によって識別される Ethernet Virtual
Connection（EVC; イーサネット仮想接続）です。カスタマー サービス インスタンスは、ポイント
ツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントです。図 1 に、2 つのカスタマー サービス イ
ンスタンスを示します。サービス インスタンス「グリーン」は、ポイントツーポイントであり、サー
ビス インスタンス「ブルー」は、マルチポイントツーマルチポイントです。
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図 1

カスタマー サービス インスタンス
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メンテナンス ドメイン
メンテナンス ドメインは、ネットワークの管理を行うための管理空間です。ドメインは、単一のエン
ティティによって所有および運用され、一連の内部ポートとその境界ポートによって定義されます。
図 2 に、一般的なメンテナンス ドメインを示します。
イーサネット CFM メンテナンス ドメイン
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図 2
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管理者は一意のメンテナンスレベル（0 ～ 7）を各ドメインに割り当てます。レベルとドメイン名は、
ドメイン間の階層関係を定義するのに便利です。ドメインの階層関係は、カスタマー、サービス プロ
バイダー、オペレータの構造と同様です。ドメインが大きいほど、レベルを表す数字は大きくなりま
す。たとえば、カスタマー ドメインは、オペレータ ドメインより大きい数字です。カスタマー ドメイ
ンのメンテナンス レベルが 7、オペレータ ドメインのメンテナンス レベルが 0 というように設定され
ます。通常、オペレータ ドメインが最も小さく、カスタマー ドメインが最も大きく、サービス プロバ
イダー ドメインはその中間のサイズに設定されます。階層のすべてのレベルは、連動する必要があり
ます。

1 つのドメインを複数のエンティティが管理することは許可されていないので、ドメインは交差できま
せん。ドメインがネストしたり接触したりすることは可能ですが、2 つのドメインがネストする場合、
外側のドメインのメンテナンス レベルは、内側のドメインのメンテナンス レベルよりも大きくなけれ
ばなりません。ドメインのネストは、サービス プロバイダーが 1 つまたは複数のオペレータとの間で、
イーサネット サービスをカスタマーに提供する契約を締結する場合に便利です。各オペレータはそれ
ぞれ専用のメンテナンス ドメインを持ち、サービス プロバイダーは、オペレータ ドメインのスーパー
セットとして自分のドメインを定義します。さらにカスタマーは、サービス プロバイダー ドメインの
スーパーセットとして、専用のエンドツーエンドのドメインを持ちます。ネストするドメインのメンテ
ナンス レベルは、管理組織間で通知し合う必要があります。たとえば、1 つのアプローチとして、オペ
レータのメンテナンス レベルをサービス プロバイダーが割り当てるようにすることができます。

CFM はメッセージを交換し、ドメインの操作を個別に実行します。たとえば、オペレータ レベルで
CFM を実行すると、それより高いレベルのプロバイダー レベルやカスタマー レベルからネットワーク
は検出できません。
ドメインと設定については、ネットワーク設計者が決定します。図 3 に、オペレータ、サービス プロ
バイダー、およびカスタマーの各ドメインの階層と、ドメインの接触、交差、ネストを示します。
図 3

イーサネット CFM メンテナンス ドメインの階層
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メンテナンス ポイント
メンテナンス ポイントは、メンテナンス ドメイン内の CFM に参加するインターフェイス（ポート）
上の境界点です。デバイス ポート上のメンテナンス ポイントは、正しいレベルに属していないフレー
ムをドロップし、CFM フレームをドメインの境界内に限定するフィルタとして動作します。メンテナ
ンス ポイントは、シスコ デバイス上で明示的に設定する必要があります。メンテナンス ポイントに
は、MEP と MIP の 2 つのクラスがあります。

メンテナンス エンドポイント
MEP には、次の特性があります。
• メンテナンス ドメイン（レベル）およびサービス（S-VLAN または EVC）単位で動作します。
• ドメインのエッジに存在し、境界を定義します。
• CFM メッセージをメンテナンス ドメイン内に限定します。
• 設定に応じて、CFM Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）を予防的に
送信します。

• 管理者の要求に応じて、traceroute メッセージや loopback メッセージを送信します。
内側向き MEP
内側向きとは、その MEP がブリッジ リレー機能を経由して通信し、Bridge-Brain MAC アドレスを使
用することを意味します。内側向き MEP は、次の機能を実行します。

• MEP が設定されているポートに接続された回線経由ではなく、リレー機能経由で、自分と同じレ
ベルの CFM フレームを送受信します。
• 回線方向から着信する自分と同レベル（または下位レベル）の CFM フレームをすべてドロップし
ます。

• リレー機能方向から着信する自分と同レベルの CFM フレームをすべて処理します。
• リレー機能方向から着信する下位レベルの CFM フレームをすべてドロップします。
• リレー機能側と回線側のどちらから着信したフレームでも、自分と同レベル（または上位レベル）
の CFM フレームはすべて透過的に転送します。

（注）

現在の Cisco IOS 実装では、レベル L（L < 7）の MEP には、同じポートにレベル M > L の
MIP が必要です。したがって、MEP のレベルより上位レベルの CFM フレームは、この MIP
によってカタログ化されます。

• 内側向き MEP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによりブロックされる
と、MEP は CFM メッセージの送受信ができなくなります。
ルーテッド ポートおよびスイッチ ポート用の外側向き MEP
外側とは、MEP が回線経由で通信することを意味します。外側向き MEP は、ルーテッド ポートおよ
びスイッチ ポート上に設定することができます。MIP を外側向き MEP よりも上位レベルに設定する
必要はありません。
ルーテッド ポート上の外側向き MEP は、ポートの MAC アドレスを使用します。ポート チャネル上の
外側向き MEP は、最初のメンバ リンクの Bridge-Brain MAC アドレスを使用します。ポート チャネ
ルのメンバが変更されても、外側向き MEP の ID を変更する必要はありません。Cisco IOS Release
12.2(33)SRD は、スイッチ ポートと Ethernet Flow Point（EFP; イーサネット フロー ポイント）で外
側向き MEP をサポートします。
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外側向き MEP は、次の機能を実行します。

• MEP が設定されているポートに接続された回線経由で、自分と同じレベルの CFM フレームを送
受信します。

• リレー機能方向から着信する自分と同レベル（または下位レベル）の CFM フレームをすべてド
ロップします。

• 回線方向から着信する自分と同レベルの CFM フレームをすべて処理します。
• 回線方向から着信する下位レベルの CFM フレームをすべてドロップします。
• リレー機能側と回線側のどちらから着信したフレームでも、上位レベルの CFM フレームは、すべ
て透過的に転送します。この機能は、ルーテッド ポートには適用できません。

• 外側向き MEP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによってブロックされた
場合でも、MEP は回線経由で CFM メッセージを送受信できます。Cisco IOS Release 12.2(33)SRD
は、ブロックされたポート経由の CFM メッセージの受け渡しをサポートしていません。

メンテナンス中間ポイント
MIP には、次の特性があります。
• ポート上で有効な、または許可されているメンテナンス ドメイン（レベル）単位で動作します。
• ドメインの内側には作成できますが、境界上には作成できません。
• MEP および他の MIP から受信された CFM は、回線とリレー機能の両方を使用して、カタログ化
され、転送されます。

• 下位レベルの CFM フレームは、回線側とリレー機能側のどちらから受信したフレームでも、すべ
て停止またはドロップされます。

• 上位レベルの CFM フレームは、回線側とリレー機能側のどちらから受信したフレームでも、すべ
て転送されます。

• パッシブ ポイントは、CFM traceroute および loopback メッセージによってトリガーされた場合の
み応答します。

• Bridge-Brain MAC アドレスが使用されます。

MIP が設定されているポートが、スパニング ツリー プロトコルによってブロックされると、MIP はリ
レー機能側からのメッセージの受信やリレーはできませんが、回線側からの CFM メッセージへの受信
や応答は可能です。
MIP にはレベルが 1 つだけ関連付けられており、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン
ターフェイス）を使用して、MIP を存在しないドメインに対しては設定できません。
図 4 に、オペレータ レベル、サービス プロバイダー レベル、およびカスタマー レベルの MEP と MIP
を示します。
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図 4

カスタマーおよびサービス プロバイダー機器、オペレータ デバイス上の CFM MEP および MIP
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CFM メッセージ
CFM は、標準イーサネット フレームを使用します。CFM フレームは EtherType によって区別され、マルチ
キャスト メッセージについては MAC アドレスで区別されます。CFM フレームの発信、終端、処理、中継
は、ブリッジによって行われます。ルータは、限られた CFM 機能のみしかサポートできません。
CFM メッセージを解釈できないブリッジは、通常のデータ フレームとしてメッセージを転送します。
すべての CFM メッセージは、メンテナンス ドメイン内および S-VLAN（PE-VLAN または
Provider-VLAN）内に限定されます。次の 3 種類のメッセージがサポートされています。
• 連続性チェック
• Loopback
• Traceroute
連続性チェック メッセージ
CFM CCM は、MEP 間で定期的に交換されるマルチキャスト ハートビート メッセージです。これによ
り、MEP はドメイン内の他の MEP を検出することができ、MIP は MEP を検出することができます。
CCM は、ドメイン内または S-VLAN 内でのみ機能します。

CFM CCM には、次の特性があります。
• MEP によって、設定可能な一定間隔で定期的に送信されます。間隔は、10 秒～ 65535 秒で、デ
フォルトは 30 です。
• メッセージの有効性を受信側に示すための、保留時間の値（設定可能）が含まれています。デフォ
ルトは、送信間隔の 2.5 倍です。
• 同じメンテナンス レベルの MIP によってカタログ化されます。
• 宛先は、同じメンテナンス レベルのリモート MEP です。
• 単方向通信であり、応答を要求しません。
• MEP が設定されているポートのステータスを伝送します。
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loopback メッセージ
CFM loopback メッセージは、特定のメンテナンス ポイントとの接続を確認するためのユニキャスト
フレームで、管理者の要求に応じて MEP が送信します。loopback メッセージへの応答（LBR）は、
宛先が到達可能かどうかを示しますが、パスをホップ単位では検出できません。loopback メッセージ
は、概念的には、Internet Control Message Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコ
ル）の Echo（ping）メッセージと似ています。
CFM loopback メッセージは、必要に応じ、CLI を使用して生成できます。loopback メッセージの発信
元は MEP のみですが、宛先は、MEP と MIP のどちらも可能です。CFM loopback メッセージはユニ
キャストであり、loopback メッセージへの応答もユニキャストです。CFM loopback メッセージは、
宛先 MAC アドレス、VLAN、およびメンテナンス ドメインを指定します。

Traceroute メッセージ
CFM traceroute メッセージは、目的の MEP までのパスを（ホップ単位で）追跡するためのマルチキャ
スト フレームで、管理者の要求に応じて MEP が送信します。このメッセージによって、送信側ノード
はパスに関する重要な接続性データを検出できるとともに、同じメンテナンス ドメインに属するパス
上のすべての MIP を検出できます。traceroute メッセージは、検出可能なすべての MIP について、入
力処理、中継処理、および出力処理を示します。traceroute メッセージは、概念的には User Datagram
Protocol（UDP）traceroute メッセージと同様です。

traceroute メッセージには、宛先 MAC アドレス、VLAN、およびメンテナンス ドメインが含まれてい
る他、ネットワーク内の伝播を制限する Time To Live（TTL; 存続可能時間）が設定されています。こ
のメッセージは、必要に応じ、CLI を使用して生成できます。traceroute メッセージはマルチキャスト
で、応答メッセージはユニキャストです。

クロスチェック機能
クロスチェック機能では、（CCM を使用して）動的に検出された MEP と、（設定により）サービス提
供対象の MEP との間の、プロビジョニング後のタイマー駆動型サービスを検証します。この機能によ
り、マルチポイント サービスまたはポイントツーポイント サービスのすべてのエンドポイントが動作
可能であることが検証されます。サービスが動作可能な場合は通知がサポートされます。そうでない場
合は、予期しないエンドポイントまたはエンドポイントが存在しないというアラームおよび通知が生成
されます。
クロスチェック機能は 1 回だけ実行されます。サービスの検証が必要なときに、その都度 CLI からク
ロスチェック機能を開始する必要があります。

SNMP トラップ
Cisco IOS ソフトウェアでの CFM トラップの実装によって提供されているサポートは、シスコの情報
資産です。MEP は、Continuity Check（CC; 連続性チェック）トラップとクロスチェック トラップの
2 種類の Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）トラップ
を生成します。

CC トラップ
• MEP up：新しい MEP が検出されたとき、リモート ポートのステータスが変更されたとき、また
は検出済みの MEP との接続が中断後、回復したときに送信されます。
• MEP down：タイムアウトまたは last gasp イベントの発生時に送信されます。
• Cross-connect：サービス ID が VLAN と一致しない場合に送信されます。
• Loop：MEP が独自の CCM を受信したときに送信されます。
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• Configuration error：MEP が、重複する MPID を持つ連続性チェックを受信したときに送信されます。
クロスチェック トラップ

• Service up：予定のリモート MEP が、すべて時間どおりに起動した場合に送信されます。
• MEP missing：予定の MEP がダウンしている場合に送信されます。
• Unknown MEP：予期しない MEP から CCM が受信された場合に送信されます。

イーサネット CFM とイーサネット OAM の相互作用
CFM と OAM による相互作用を理解するには、次の概念を理解しておく必要があります。
• 「イーサネット仮想回線」（P.11）
• 「OAM マネージャ」（P.11）
• 「ブリッジ ドメイン経由の CFM」（P.11）

イーサネット仮想回線
Metro Ethernet Forum によって定義されているように、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット
仮想回線）は、ポートレベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイ
ヤ 2 回線です。CE デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの
代替パスを検索したり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム
リレーや ATM など）でバックアップ パスにフォールバックしたりします。

OAM マネージャ
OAM マネージャは、OAM とプロトコルの間の相互作業を簡略化するためのインフラストラクチャ要
素です。OAM マネージャには、2 つのインターワーキング OAM プロトコル（ここでは、イーサネッ
ト CFM とイーサネット OAM）が必要です。相互作用は、OAM マネージャから CFM プロトコルへの
単方向で、User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）のポート ステータ
ス情報のみが交換されます。その他、次のポート ステータスの値が利用可能です。
• REMOTE_EE：リモート超過エラー
• LOCAL_EE：ローカル超過エラー
• TEST：リモートまたはローカル ループバック
CFM は、ポート ステータス情報を受信した後、CFM ドメイン全体にこのステータスを伝達します。

ブリッジ ドメイン経由の CFM
イーサネット OAM 3.0：CFM over BD（タグなし）機能を使用すると、非タグ付き CFM パケットを
MEP に関連付けることができます。着信の非タグ付きカスタマー CFM パケットは、CFM の
EtherType を持ち、EFP で設定されたカプセル化方式で、EVC（ブリッジ ドメイン）にマッピングさ
れます。EFP は、これらの非タグ付きパケットを認識するように特に設定されています。

EFP は、インターフェイス上の EVC の論理的な境界ポイントであり、ブリッジ ドメインに関連付ける
ことができます。トラフィックの EFP への照合とマッピングには、VLAN ID が使用されます。VLAN
ID は、ATM やフレーム リレーの仮想回線と同様、ポートごとにローカルに意味を持ちます。CFM
は、EFP に関連付けられたブリッジ ドメイン上でサポートされます。ブリッジ ドメインと EFP の関連
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付けにより、CFM が EFP 上でカプセル化を使用できます。同じブリッジ ドメインにあるすべての
EFP が、1 つのブロードキャスト ドメインを形成します。ブロードキャスト ドメインは、ブリッジ ド
メイン ID によって特定されます。

VLAN ポートと EFP の違いは、そのカプセル化方式です。VLAN ポートは、デフォルトの dot1q カプ
セル化を使用します。EFP では、dot1q や IEEE dot1ad EtherTypes で非タグ付き、シングル タグ付き、
およびダブル タグ付きのカプセル化が存在します。同じブリッジ ドメインに属する異なる EFP は、異
なるカプセル化方式を使用できます。

（注）

Ethernet OAM 3.0: CFM over BD, Untagged 機能は、ES20 および ES40 ライン カード上でのみサポー
トされています。

CFM でサポートされている HA 機能
イーサネット テクノロジーを使用するアクセスおよびサービス プロバイダー ネットワーク、特に
EVC 接続を管理するイーサネット OAM コンポーネントでは、HA が必須です。エンドツーエンドの
接続ステータスは非常に重要な情報であり、ホット スタンバイの Route Processor（RP; ルート プロ
セッサ）上で管理する必要があります。

（注）

ホット スタンバイ RP には、アクティブ RP と同じソフトウェア イメージが用意され、サポートされる
機能やプロトコルについて、RP 間でライン カード、プロトコル、およびアプリケーション状態情報の
同期化がサポートされます。
エンドツーエンドの接続ステータスは、イーサネット LMI、CFM、および 802.3ah などのプロトコル
が受信した情報に基づき、CE、PE、およびアクセス集約 PE（uPE）ネットワーク ノードで維持され
ます。EVC のダウン時には、このステータス情報を使用して、トラフィックを停止するか、バック
アップ パスに切り替えます。
すべてのトランザクションには、多様なデータベース間でのデータ アクセスまたはデータ更新が関係
します。アクティブ モジュールとスタンバイ モジュールの間でデータベースが同期化されていれば、
これらのモジュールはクライアントに対して透過的に機能します。

Cisco IOS インフラストラクチャは、ホット スタンバイ RP を維持するための、さまざまなコンポーネ
ントの Application Program Interfaces（API; アプリケーション プログラム インターフェイス）を提供
しています。Metro Ethernet HA クライアント E-LMI、HA/ISSU、CFM HA/ISSU、および 802.3ah
HA/ISSU は、このようなコンポーネントと相互作用を行い、データベースを更新し、他のコンポーネ
ントに対して必要なイベントを発生させます。

CFM HA の利点
• Cisco IOS ソフトウェアのイメージ アップグレードの際にも、ダウンタイムが生じません。これに
より、早期のアップグレードが可能になり、Cisco IOS Release 12.2(33)SRD よりも前のバージョ
ンを使用する場合に比べ、高い可用性が実現されます。

• 計画済みのシステム停止や深夜のメンテナンス作業の際の、リソースのスケジューリングの問題が
解消されます。

• 新しいサービスやアプリケーションの導入が加速化し、Cisco IOS Release 12.2(33)SRD よりも前の
バージョンよりも新しい機能、ハードウェア、修正プログラムを早期に実装できるようになります。

• サービス停止に伴う運用コストを削減しながら、Cisco IOS Release 12.2(33)SRD よりも前のバー
ジョンに比べ、サービス レベルが向上します。
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• CFM は、データベースを更新し、それ自体の HA メッセージングとバージョン管理を制御します。
この制御によってメンテナンスが容易になります。

メトロ イーサネット ネットワークにおける CFM HA
スタンドアロンの CFM の実装において、HA は明示的な要件ではありません。しかし、E-LMI が稼動
する CE または PE に CFM を実装する場合、エンドツーエンドの接続を維持するために EVC の状態情
報が不可欠なので、CFM は EVC の状態を常に把握する必要があり、それには HA が必要です。CFM
はメンテナンス レベル 、ドメイン、およびメンテナンス ポイントを使用してプラットフォームを設定
し、リモートのメンテナンス ポイント情報を取得して、適切な EVC にマッピングします。CFM は次
に、すべてのリモート ポートから受信したデータを集約し、E-LMI を更新します。このため、HA の
要件は、CE および PE によって異なります。

Metro Ethernet Network（MEN; メトロ イーサネット ネットワーク）で使用されるプロトコルは、EVC
の状態に応じて処理を行うことはありませんが、E-LMI プロトコルを使用し、EVC 情報を受信する CE
デバイスは、EVC がダウンするとトラフィックの送信を停止します。あるいは、バックアップ ネット
ワークが用意されていれば、EVC がダウンしたときに、CE がそれを使用することもあります。
CE は EVC ID、関連付けられたカスタマー VLAN、UNI 情報、EVC の状態情報、およびリモート
UNI の ID と状態を MEN から受信します。CE は、EVC の状態をもとに、E-LMI 経由の MEN へのト
ラフィックを送信または停止します。

PE は EVC 設定および関連付けられたカスタマー VLAN 情報を保持し、CFM から EVC の状態情報と
リモート UNI を取得します。この情報は、E-LMI を使用して CE に送信されます。
（注）

802.3ah OAM が動作する PE および CE は、スイッチオーバーによってピアに影響が及ばないようにポート
状態を維持します。この情報はまた、CFM CC メッセージによってリモート ノードに送信されます。

CFM 802.1ag/1.0d での NSF/SSO サポート
冗長構成である SSO および NSF は、どちらもイーサネット CFM でサポートされており、自動的に有効で
す。アクティブな RP が故障したとき、ネットワーク デバイスから削除されたとき、またはメンテナンスの
ために手動で停止されたときに、アクティブな RP からスタンバイ RP へのスイッチオーバーが発生します。
NSF は SSO 機能と連動して、スイッチオーバー後のネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
Cisco NSF の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、IP パケットの転送を継続することです。

SSO の詳細については、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful Switchover」
『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』
を参照してください。NSF 機能の詳細については、
の「Cisco Nonstop Forwarding」を参照してください。

CFM 802.1ag/1.0d での ISSU サポート
ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまた
はダウングレードできます。CFM は、スタンバイ RP に対し、行の追加、削除、更新を含む、連続性
チェック データベースの一括更新およびランタイム更新を実行します。このチェックポイント データ
を使用するには、ISSU 機能による、異なるリリース間でのメッセージ変換が必要です。アクティブ
RP からスタンバイ RP への更新にメッセージを使用するすべてのコンポーネントは、ISSU をサポート
する必要があります。
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ISSU は CFM で自動的に有効で、システムによるサービス提供を継続しながらソフトウェアを変更で
きるので、定期メンテナンス作業によるネットワークの可用性への影響を抑えます。ISSU の詳細につ
いては、『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Cisco IOS In Service Software
Upgrade Process」を参照してください。

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット接続
障害管理の設定手順
イーサネット CFM をセットアップするには、次の作業を実行します。

• 「CFM ドメインの設計」（P.14）
• 「イーサネット CFM の設定」（P.16）
• 「イーサネット OAM と CFM の相互作用の設定」（P.70）

CFM ドメインの設計
イーサネット CFM 機能に対応するように CFM ドメインを設計するには、この項の手順を実行します。

前提条件
• ネットワーク トポロジの知識と理解
• ネットワークの管理にかかわる組織エンティティ（たとえば、オペレータ、サービス プロバイ
ダー、Network Operations Center（NOC; ネットワーク オペレーション センター）、カスタマー
サービスなど）の理解

• 提供するサービスの種類と規模の理解
• すべての組織エンティティによる、各組織エンティティの責任、役割、および制約事項についての
合意

• ネットワーク内のメンテナンス ドメイン数の決定
• メンテナンス ドメインのネストと分離の決定
• サービス プロバイダーと 1 つまたは複数のオペレータとの間の合意に基づく、ドメインへのメン
テナンス レベルおよびドメイン名の割り当て

• ドメインの内側向きまたは外側向きの決定
手順の概要

（注）

オペレータ ドメイン、サービス プロバイダー ドメイン、カスタマー ドメインのセットアップは、いず
れも省略可能です。ネットワークでは、ドメインを 1 つだけ作成することも、複数作成することもでき
ます。ここでは、3 種類のドメインをすべて割り当てる場合の手順を示します。

1. オペレータ レベルの MIP を指定します。
2. オペレータ レベルの MEP を指定します。
3. サービス プロバイダーの MIP を指定します。
4. サービス プロバイダーの MEP を指定します。
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5. カスタマーの MIP を指定します。
6. カスタマーの MEP を指定します。
手順の詳細
ステップ 1

オペレータ レベルの MIP を指定します。

a. まず最下位のオペレータ レベル ドメインにおいて、CFM によって認識可能なオペレータ ネット
ワークの内部にある、すべてのインターフェイスで MIP を設定します。
b. 次の上位オペレータ レベルに進み、MIP を指定します。
c. 下位レベルで MIP を設定したすべてのポートについて、上位レベルにメンテナンス ポイントが指
定されていないことを確認します。

d. すべてのオペレータ MIP が指定されるまで、ステップ a ～ d を繰り返します。
ステップ 2

オペレータ レベルの MEP を指定します。

a. まず最下位のオペレータ レベル ドメインにおいて、サービス インスタンスに含まれるすべての
UNI で MEP を指定します。
b. オペレータが複数の場合は、2 つのオペレータ間の Network to Network Interface（NNI; ネット
ワーク ネットワーク インターフェイス）で MEP を指定します。
c. 次の上位オペレータ レベルに進み、MEP を指定します。
下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP があるポートは、上位レベルに MIP または MEP が必要です。
ステップ 3

サービス プロバイダーの MIP を指定します。

a. まず最下位のサービス プロバイダー レベル ドメインで、オペレータ間の NNI に サービス プロバ
イダーの MIP を指定します（オペレータが複数の場合）。
b. 次の上位サービス プロバイダー レベルに進み、MIP を指定します。
下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP があるポートでは、上位レベルで MIP も MEP も指定できません。
ステップ 4

サービス プロバイダーの MEP を指定します。

a. まず最下位のサービス プロバイダー レベル ドメインにおいて、サービス インスタンスに含まれる
すべての UNI で MEP を指定します。
b. 次の上位サービス プロバイダー レベルに進み、MEP を指定します。
下位レベルに MIP があるポートは、上位レベルでメンテナンス ポイントを指定できません。下位
レベルに MEP があるポートは、上位レベルに MIP または MEP が必要です。
ステップ 5

カスタマーの MIP を指定します。
カスタマーの MIP は、サービス プロバイダーがカスタマーに対して CFM の実行を許可する場合に、
uPE の UNI 上にのみ指定できます。そうでない場合、サービス プロバイダーは、CFM フレームをブ
ロックするように Cisco IOS デバイスを設定できます。

a. カスタマー メンテナンス ドメインのすべての uPE の UNI ポートで MIP を設定します。
b. MIP の存在するメンテナンス レベルが、最高レベルのサービス プロバイダー ドメインより、少な
くとも 1 レベル上位であることを確認します。
ステップ 6

カスタマーの MEP を指定します。
カスタマー MEP は、カスタマーの機器上に設定します。適切なカスタマー レベルにあるサービス プ
ロバイダーとカスタマーの間のハンドオフで、外側向きドメイン内に外側向き MEP を指定します。
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例
図 5 は、1 つのサービス プロバイダーと 2 つのオペレータ A と B で構成されるネットワークの例を示
します。各オペレータとサービス プロバイダーに対し、3 つのドメインを作成してマッピングします。
この例では、わかりやすくするために、ネットワークが、エンドツーエンドでインターネット トラン
スポートを使用していると仮定します。ただし、CFM では他のトランスポートも使用できます。
図 5

イーサネット CFM のドメインの設定
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次の作業
イーサネット CFM ドメインを定義した後は、イーサネット CFM 機能を設定します。これにはまず、
ネットワークをプロビジョニングし、次にサービスをプロビジョニングします。

イーサネット CFM の設定
イーサネット CFM の設定では、次のタスクを実行します。

• 「ネットワークのプロビジョニング」（P.17）（必須）
• 「サービスのプロビジョニング」（P.36）（必須）
• 「クロスチェック機能の設定とイネーブル化」（P.59）（任意）
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• 「ブリッジ ドメイン経由の CFM の設定」（P.65）（任意）

ネットワークのプロビジョニング
イーサネット CFM のネットワークをセットアップするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

CE-A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id direction outward
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm enable
7. ethernet cfm traceroute cache
8. ethernet cfm traceroute cache size entries
9. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
10. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
11. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
12. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
13. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
direction outward

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

mep archive-hold-time minutes

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 7

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 10

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック
メッセージ）のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 11

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect
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ステップ 12

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間でのクロスチェック操作に関連した、イー
サネット CFM 連続性チェック イベントに対する
SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 13

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

U-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id
5. mep archive-hold-time minutes
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. exit
9. ethernet cfm enable
10. ethernet cfm traceroute cache
11. ethernet cfm traceroute cache size entries
12. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
13. interface type number
14. ethernet cfm mip level level-id
15. exit
16. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
17. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
18. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
19. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のメンテナンス レベルで CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

ethernet cfm domain domain-name level level-id

特定のメンテナンス レベルで、CFM メンテナンス
ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorA level 1

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 8

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 9

ethernet cfm enable

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

20

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット接続障害管理の設定手順

ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 13

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet4/2

ステップ 14

ethernet cfm mip level level-id

MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 15

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 16

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 17

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect
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ステップ 18

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 19

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm enable
7. interface type number
8. ethernet cfm mip level level-id
9. interface type number
10. ethernet cfm mip level level-id
11. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

ドメインを定義し、CLI をイーサネット CFM コン
フィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time 65

ステップ 5

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 7

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/1

ステップ 8

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイスに対して MIP をプロビジョニング
します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 9

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/1

ステップ 10

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイスに対して MIP をプロビジョニング
します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 11

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
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4. mep archive-hold-time minutes
5. ethernet cfm domain domain-name level level-id
6. mep archive-hold-time minutes
7. exit
8. ethernet cfm enable
9. ethernet cfm traceroute cache
10. ethernet cfm traceroute cache size entries
11. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
12. interface type number
13. ethernet cfm mip level level-id
14. exit
15. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
16. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
17. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
18. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

CFM メンテナンス ドメインとレベルを定義し、CLI
をイーサネット CFM コンフィギュレーション モー

例：

ドにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorA level 1
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

mep archive-hold-time minutes

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 7

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 8

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 10

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 12

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/0

ステップ 13

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイスに対して MIP をプロビジョニング
します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 14

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 16

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 17

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 18

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id
5. mep archive-hold-time minutes
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. exit
9. ethernet cfm enable
10. ethernet cfm traceroute cache
11. ethernet cfm traceroute cache size entries
12. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
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13. interface type number
14. ethernet cfm mip level level-id
15. exit
16. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
17. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
18. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
19. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、CFM メンテナンス ドメインを
定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorB level 2

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 9

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 10

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 13

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet2/0

ステップ 14

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたレベルに、MIP を
プロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 15

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 16

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 18

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 19

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm enable
7. interface type number
8. ethernet cfm mip level level-id
9. interface type number
10. ethernet cfm mip level level-id
11. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG B
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ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 5

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 7

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/1

ステップ 8

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたレベルに、MIP を
プロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 9

interface type number

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/1
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたレベルに、MIP を
プロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 11

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id
5. mep archive-hold-time minutes
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. exit
9. ethernet cfm enable
10. ethernet cfm traceroute cache
11. ethernet cfm traceroute cache size entries
12. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
13. interface type number
14. ethernet cfm mip level level-id
15. exit
16. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
17. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
18. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定し、CLI をイーサネット
CFM コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 4

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorB level 2

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 8

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 9

ethernet cfm enable

例：
Router(config)# ethernet cfm enable
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 13

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/2

ステップ 14

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたレベルに、MIP を
プロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 15

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 16

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 17

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 18

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# end
Router#
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手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. mep archive-hold-time minutes
5. exit
6. ethernet cfm enable
7. ethernet cfm traceroute cache
8. ethernet cfm traceroute cache size entries
9. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
10. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
11. snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up] [mep-down] [config] [loop] [cross-connect]
12. snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown | mep-missing | service-up]
13. end
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手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで外側向き CFM メンテナンス ド
メインを定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィ
ギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

exit

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 7

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 11

snmp-server enable traps ethernet cfm cc
[mep-up] [mep-down] [config] [loop]
[cross-connect]

CFM mep-up、mep-down、config、loop、
cross-connect の各イベントに対する SNMP トラップ
の生成をイネーブルにします。

例：
Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop
cross-connect

ステップ 12

snmp-server enable traps ethernet cfm
crosscheck [mep-unknown | mep-missing |
service-up]

例：

静的に設定された MEP と CCM 経由で取得された
MEP の間のクロスチェック操作に関連して、イーサ
ネット CFM 連続性チェック mep-unknown、
mep-missing、および service-up の各イベントに対す
る SNMP トラップ生成をイネーブルにします。

Router(config)# snmp-server enable traps
ethernet cfm crosscheck mep-unknown mep-missing
service-up

ステップ 13

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

サービスのプロビジョニング
イーサネット CFM のサービスをセットアップするには、次のタスクを実行します。このタスクの完了
後、オプションとしてクロスチェック機能を設定してイネーブルにすることができます。このオプショ
ンのタスクを実行する場合は、「クロスチェック機能の設定とイネーブル化」（P.59）を参照してくださ
い。

手順の概要

CE-A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. exit
7. ethernet cfm enable
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8. ethernet cfm traceroute cache
9. ethernet cfm traceroute cache size entries
10. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
11. interface type number
12. ethernet cfm mep level level-id [inward | outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
または

switchport
13. interface type number.subinterface-number
または

switchport mode trunk
14. encapsulation dot1q vlan-id
または

ethernet cfm mep level level-id [inward | outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
15. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたメンテナンス レベルで CFM メンテナン
ス ドメインを定義し、CLI をイーサネット CFM コ
ンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、ユニバーサ
ルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 10

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 0/3

ステップ 12

ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

または
switchport

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

または
Router(config-if)# switchport
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

interface type number.subinterface-number

switchport mode trunk

サブインターフェイスを指定し、CLI をサブイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
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。

例：

あるいは、トランキング VLAN レイヤ 2 インター
フェイスを指定します。

または

Router(config-if)# interface ethernet 0/3.5

または
Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 14

encapsulation dot1q vlan-id

または
ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any
| vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

指定されたインターフェイス上の VLAN でトラ
フィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネーブルに
するか、インターフェイスをドメイン境界としてプ
ロビジョニングします。

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100

または
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 15

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

U-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id
5. mep archive-hold-time minutes
6. service csi-id vlan vlan-id
7. ethernet cfm domain domain-name level level-id
8. mep archive-hold-time minutes
9. service csi-id vlan vlan-id
10. exit
11. ethernet cfm enable
12. ethernet cfm traceroute cache
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13. ethernet cfm traceroute cache size entries
14. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
15. interface type number
16. ethernet cfm mip level level-id
17. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
18. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
19. interface type number
20. ethernet cfm mip level level-id
21. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
22. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
23. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
24. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、CFM メンテナンス ドメインを
定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

service csi-id vlan vlan-id

メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、VLAN 上で
ユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100

ステップ 7

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorA level 1

ステップ 8

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 9

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、VLAN 上で
ユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpA vlan 100

ステップ 10

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 11

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 15

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/2
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 7

ステップ 17

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルと VLAN に、MEP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 4
mpid 401 vlan 100

ステップ 18

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルと VLAN に、MEP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 1
mpid 101 vlan 100

ステップ 19

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet
4/2

ステップ 20

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 21

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたメンテナンス レベルと VLAN での CCM
の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 4
vlan 100

ステップ 22

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 1
vlan 100
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ステップ 23

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 24

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

PE-AGG A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. exit
7. ethernet cfm enable
8. interface type number
9. ethernet cfm mip level level-id
10. interface type number
11. ethernet cfm mip level level-id
12. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain OperatorA
level 1

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 5

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpA vlan 100

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 8

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/1

ステップ 9

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 10

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/1

ステップ 11

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 12

end

例：
Router(config-if)# end
Router#
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手順の概要

N-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. service csi-id vlan vlan-id
9. exit
10. ethernet cfm enable
11. ethernet cfm traceroute cache
12. ethernet cfm traceroute cache size entries
13. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
14. interface type number
15. ethernet cfm mip level level-id
16. interface type number
17. ethernet cfm mip level level-id
18. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
19. exit
20. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
21. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
22. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100

ステップ 6

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorA level 1

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 8

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpA vlan 100

ステップ 9

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 10

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 14

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet3/0

ステップ 15

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 1

ステップ 16

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet4/0

ステップ 17

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 4

ステップ 18

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたレベルのドメイン境界（エッジ）として
インターフェイスを設定し、MEP を定義し、VLAN
を指定します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 2
mpid 102 vlan 100

ステップ 19

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 20

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたメンテナンス レベルと VLAN での CCM
の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 1
vlan 100
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 22

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. ethernet cfm domain domain-name level level-id
5. mep archive-hold-time minutes
6. service csi-id vlan vlan-id
7. ethernet cfm domain domain-name level level-id
8. mep archive-hold-time minutes
9. service csi-id vlan vlan-id
10. exit
11. ethernet cfm enable
12. ethernet cfm traceroute cache
13. ethernet cfm traceroute cache size entries
14. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
15. interface type number
16. ethernet cfm mip level level-id
17. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
18. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
19. exit
20. interface type number
21. ethernet cfm mip level level-id
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22. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
23. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
24. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
25. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7

ステップ 4

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、CFM メンテナンス ドメインを
定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 5

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 6

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100

ステップ 7

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorB level 2
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

mep archive-hold-time minutes

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 9

service csi-id vlan vlan-id

メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpB vlan 100

ステップ 10

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 11

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 14

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 15

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/0

ステップ 16

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 7

ステップ 17

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 2
mpid 402 vlan 100
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ステップ 18

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

インターフェイスを、指定されたレベルのドメイン
境界（エッジ）として設定し、それを MEP として定
義し、VLAN を指定します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 2
mpid 201 vlan 100

ステップ 19

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/0

ステップ 20

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 21

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 22

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたメンテナンス レベルと VLAN での CCM
の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 4
vlan 100

ステップ 23

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたメンテナンス レベルと VLAN での CCM
の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 2
vlan 100

ステップ 24

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 25

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# end
Router#
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手順の概要

PE-AGG B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. exit
7. ethernet cfm enable
8. interface type number
9. ethernet cfm mip level level-id
10. interface type number
11. ethernet cfm mip level level-id
12. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

PE-AGG B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルでドメインを定義し、CLI をイー
サネット CFM コンフィギュレーション モードにし
ます。

Router(config)# ethernet cfm domain OperatorB
level 2

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 5

service csi-id vlan vlan-id

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpB vlan 100
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 8

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/1

ステップ 9

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の特定のメンテナンス レベルに、
MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 10

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/1

ステップ 11

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2

ステップ 12

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end
Router#

手順の概要

N-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. mep archive-hold-time minutes
8. service csi-id vlan vlan-id
9. exit
10. ethernet cfm enable
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11. ethernet cfm traceroute cache
12. ethernet cfm traceroute cache size entries
13. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
14. interface type number
15. ethernet cfm mip level level-id
16. interface type number
17. ethernet cfm mip level level-id
18. ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}
19. exit
20. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
21. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
22. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

N-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

ステップ 5

service csi-id vlan vlan-id

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

指定されたレベルで、ドメインを定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# ethernet cfm domain
OperatorB level 2

ステップ 7

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
65

ステップ 8

service csi-id vlan vlan-id

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、指定された
VLAN 上でユニバーサルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1OpB vlan 100

ステップ 9

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 10

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 11

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 12

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 13

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 14

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet1/2

ステップ 15

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルに、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 2
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config-if)# interface gigabitethernet2/2

ステップ 17

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の特定のメンテナンス レベルに、
MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 4

ステップ 18

ethernet cfm mep level level-id [inward] mpid
id vlan {any | vlan-id | ,vlan-id |
vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

インターフェイスをドメイン境界（エッジ）として
設定し、それを MEP として定義し、VLAN を指定
します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 2
mpid 202 vlan 100

ステップ 19

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit
Router(config)#

ステップ 20

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

指定されたメンテナンス レベルと VLAN での CCM
の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 2
vlan 100

ステップ 21

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num-msgs]

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 22

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)#
Router#

手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
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4. mep archive-hold-time minutes
5. service csi-id vlan vlan-id
6. exit
7. ethernet cfm enable
8. ethernet cfm traceroute cache
9. ethernet cfm traceroute cache size entries
10. ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes
11. interface type number
12. ethernet cfm mep level level-id [inward | outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
または

switchport
13. interface type number.subinterface-number
または

switchport mode trunk
14. encapsulation dot1q vlan-id
または

ethernet cfm mep level level-id [inward | outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
15. end
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで CFM メンテナンス ドメインを
定義し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレー
ション モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep archive-hold-time minutes

例：
Router(config-ether-cfm)# mep archive-hold-time
60

存在しなくなった MEP が送信したデータが、連続性
チェック データベースに保持される時間の長さ、ま
たはエントリが、消去されるまでにエラー データ
ベースに保持される時間を設定します。
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

service csi-id vlan vlan-id

メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、ユニバーサ
ルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service
MetroCustomer1 vlan 100

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 7

ethernet cfm enable

デバイスの CFM 処理をグローバルにイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm enable

ステップ 8

ethernet cfm traceroute cache

traceroute メッセージによって取得された CFM デー
タのキャッシュをイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

ステップ 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

CFM traceroute キャッシュ テーブルの最大サイズを
設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
size 200

ステップ 10

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

CFM traceroute キャッシュ エントリが保持される時
間の長さを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm traceroute cache
hold-time 60

ステップ 11

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 0/1

ステップ 12

ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

または
switchport

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

または
Router(config-if)# switchport
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ステップ 13

コマンドまたはアクション

目的

interface type number.subinterface-number

switchport mode trunk

サブインターフェイスを指定し、CLI をサブイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
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。

例：

あるいは、トランキング VLAN レイヤ 2 インター
フェイスを指定します。

または

Router(config-if)# interface ethernet 0/3.5

または
Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 14

encapsulation dot1q vlan-id

または
ethernet cfm mep level level-id [inward |
outward domain domain-name] mpid id vlan {any |
vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id |
,vlan-id-vlan-id}

指定されたインターフェイス上の VLAN でトラ
フィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネーブルに
するか、インターフェイスをドメイン境界としてプ
ロビジョニングします。

例：
Router(config-subif)# encapsulation dot1q 100

または
Router(config-if)# ethernet cfm mep level 7
outward domain Customer mpid 701 vlan 100

ステップ 15

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-subif)# end
Router#

クロスチェック機能の設定とイネーブル化
内側向き MEP に対してクロスチェックを設定してイネーブルにするには、次のタスクを実行します。
このタスクでは、2 つのデバイス上にクロスチェックを設定してイネーブルにする必要があります。こ
のタスクはオプションです。

内側向き MEP に対するクロスチェックの設定とイネーブル化
手順の概要

U-PE A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. end
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
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7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any | vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

ドメイン内の指定された VLAN 上に、リモート
MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid
402 vlan 100

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
level 4 vlan 100
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手順の概要

U-PE B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id?
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any | vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

U-PE B

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

Router(config)# ethernet cfm domain
ServiceProvider level 4

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

ドメイン内の指定された VLAN 上に、リモート
MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid
401 vlan 100

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}

MEP 間のクロスチェックをイネーブルにします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
level 4 vlan 100

外側向き MEP に対するクロスチェックの設定とイネーブル化
手順の概要

CE-A
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any | vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}
手順の詳細
コマンドまたはアクション

目的

CE-A

ステップ 1

enable

例：

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで CFM ドメインを定義し、CLI を
イーサネット CFM コンフィギュレーション モード
にします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

指定された ID、VLAN、およびドメインを使用し
て、リモート MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid
702 vlan 100

ステップ 5

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}

MEP 間のクロスチェックをイネーブルにします。

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
level 7 vlan 100

手順の概要

CE-B
1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac mac-address]
5. exit
6. ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay
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7. exit
8. ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable} level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any | vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション
CE-B

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

指定されたレベルで外側向き CFM ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain Customer
level 7 direction outward

ステップ 4

mep crosscheck mpid id vlan vlan-id [mac
mac-address]

指定されたドメイン内の VLAN 上に、リモート
MEP を静的に定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid
401 vlan 100

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

例：

クロスチェック操作が開始されるまでに、デバイス
がリモート MEP のアップを待つ最大時間を設定しま
す。

Router(config)# ethernet cfm mep crosscheck
start-delay 60

ステップ 7

exit

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# exit
Router#

ステップ 8

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable}
level {level-id | level-id-level-id
[,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id [,vlan-id-vlan-id]}

例：
Router# ethernet cfm mep crosscheck enable
level 7 vlan 100
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例
内側向き MEP でのクロスチェックの設定
U-PE A
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep crosscheck mpid 402 vlan 100
!
ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60
U-PE B
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep crosscheck mpid 401 vlan 100
!
ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60

内側向き MEP でのクロスチェックのイネーブル化
U-PE A
U-PEA# ethernet cfm mep crosscheck enable level 4 vlan 100
U-PE B
U-PEB# ethernet cfm mep crosscheck enable level 4 vlan 100

ブリッジ ドメイン経由の CFM の設定
ブリッジ ドメイン経由の CFM を設定するには、次のタスクを実行します。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id direction outward
4. service csi-id evc evc-name
5. exit
6. ethernet cfm domain domain-name level level-id
7. exit
8. ethernet cfm domain domain-name level level-id
9. service csi-id evc evc-name
10. mep crosscheck mpid id evc evc-name mac mac-address
11. exit
12. ethernet evc evc-name
13. exit
14. interface type number
15. no ip address
16. service instance id ethernet evc-id
17. encapsulation dot1q vlan-id
18. bridge-domain bridge-id
19. cfm mep domain domain-name outward mpid mpid-value
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20. end
21. configure terminal
22. interface type number
23. no ip address
24. ethernet cfm mip level level-id
25. service instance id ethernet evc-id
26. encapsulation dot1q vlan-id
27. bridge-domain bridge-id
28. cfm mep domain domain-name inward mpid mpid-value
29. end
30. configure terminal
31. ethernet cfm cc enable level level-id evc evc-name
32. ethernet cfm cc level any evc evc-name interval seconds loss-threshold num-msgs
33. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
direction outward

特定のレベルで CFM メンテナンス ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain CUSTOMER
level 7 direction outward

ステップ 4

service csi-id evc evc-name

メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、ユニバーサ
ルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service customer_100
evc evc_100

ステップ 5

exit

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm domain domain-name level level-id

特定のレベルで CFM メンテナンス ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain MIP level 7

ステップ 7

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 8

ethernet cfm domain domain-name level level-id

例：

特定のレベルで CFM メンテナンス ドメインを定義
し、CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーショ
ン モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain PROVIDER
level 4

ステップ 9

service csi-id evc evc-name

メンテナンス ドメイン内の CSI に対し、ユニバーサ
ルに一意の ID を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service provider_1
evc evc_100

ステップ 10

mep crosscheck mpid id evc evc-name mac
mac-address

メンテナンス ドメイン内に、リモート MEP を静的
に定義します。

例：
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid
200 evc evc_100 mac 1010.1010.1010

ステップ 11

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 12

ethernet evc evc-name

EVC を指定し、CLI を EVC コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet evc evc_100

ステップ 13

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-evc)# exit
Router(config)#

ステップ 14

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface Ethernet 1/0

ステップ 15

no ip address

IP 処理をディセーブルにします。

例：
Router(config-if)# no ip address
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ステップ 16

コマンドまたはアクション

目的

service instance id ethernet evc-id

インターフェイス上でイーサネット サービス インス
タンスを指定し、CLI をサービス インスタンス コン
フィギュレーション モードにします。

例：
Router(config-if)# service instance 100
ethernet evc_100

ステップ 17

encapsulation dot1q vlan-id

例：

入力インターフェイス上の 802.1Q フレームを適切な
サービス インスタンスにマッピングする一致条件を
定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 18

bridge-domain bridge-id

ブリッジ ドメインを確立します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

ステップ 19

cfm mep domain domain-name outward mpid
mpid-value

ドメインに対して MEP を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# cfm mep domain CUSTOMER
outward mpid 1001

ステップ 20

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if-srv)# end
Router#

ステップ 21

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 22

interface type name

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface Ethernet 1/1

ステップ 23

no ip address

IP 処理をディセーブルにします。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 24

ethernet cfm mip level level-id

インターフェイス上の指定されたメンテナンス レベ
ルで、MIP をプロビジョニングします。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm mip level 7

ステップ 25

service instance id ethernet evc-id

例：
Router(config-if)# service instance 100
ethernet evc_100
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ステップ 26

コマンドまたはアクション

目的

encapsulation dot1q vlan-id

入力インターフェイス上の 802.1Q フレームを適切な
サービス インスタンスにマッピングする一致条件を
定義します。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 27

bridge-domain bridge-id

ブリッジ ドメインを確立します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

ステップ 28

cfm mep domain domain-name inward mpid
mpid-value

ドメインに対して MEP を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# cfm mep domain PROVIDER
inward mpid 201

ステップ 29

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if-srv)# end
Router#

ステップ 30

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 31

ethernet cfm cc enable level level-id evc
evc-name

CCM の送信をグローバルにイネーブルにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level
0-7 evc evc_100

ステップ 32

ethernet cfm cc level any evc evc-name interval
seconds loss-threshold num-msgs

CCM のパラメータを設定します。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any evc
evc_100 interval 100 loss-threshold 2

ステップ 33

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end
Router#

（注）

ブリッジ ドメイン ID が VLAN ID に一致する場合に、ブリッジ ドメイン経由の CFM を設定するに
は、VLAN サービスと EVC サービスを同じサービス名で設定する必要があります。ブリッジ ドメイ
ンは、EVC サービスに関連付けられています。VLAN とブリッジドメインは、同じブロードキャスト
ドメインを表します。
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トラブルシューティングのヒント
障害を確認して分離するには、まず最上位レベルのメンテナンス ドメインで次の手順を実行します。

• デバイスのエラー ステータスをチェックします。
• エラーが存在する場合、ループバック テストを実行してエラーを確認します。
• 宛先まで traceroute を実行して、障害を分離します。
• 障害が特定されたら、障害を修正します。
• 障害が特定できない場合は、次の下位メンテナンス ドメインに移動し、上の 4 つの手順をそのメ
ンテナンス ドメイン レベルで繰り返します。

• 必要に応じて最初の 4 つの手順を繰り返し、障害を特定して修正します。

イーサネット OAM と CFM の相互作用の設定
イーサネット OAM が CFM と連携して機能するには、EVC と OAM マネージャを設定し、EVC を
CFM に関連付ける必要があります。加えて、OAM マネージャとの相互作用を行う場合は、内側向き
MEP を使用する必要があります。

OAM マネージャの設定
（注）

UNI サービス タイプ、EVC、イーサネット サービス インスタンス、または CE-VLAN 設定を設定、
変更、または削除する場合、すべての設定で、UNI サービス タイプが EVC の設定と一致し、イーサ
ネット サービスインスタンスが CE-VLAN の設定と一致していることを確認します。これらのペアが
一致していない場合、設定が拒否されます。

PE デバイス上に OAM マネージャを設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. service csi-id vlan vlan-id
5. exit
6. ethernet evc evc-id
7. oam protocol {cfm svlan svlan-id domain domain-name | ldp}
8. exit
9. OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメインを定義するには、ステップ 3 ～ 8 を繰り
返します。

10. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定し、
CLI をイーサネット CFM コンフィギュレーション
モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm domain cstmr1
level 3

ステップ 4

service csi-id vlan vlan-id

メンテナンス ドメイン内で、ユニバーサルに一意の
CSI と VLAN を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service csi2 vlan 10

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)#

ステップ 6

ethernet evc evc-id

EVC を指定し、CLI を EVC コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet evc 50

ステップ 7

oam protocol {cfm svlan svlan-id domain
domain-name | ldp}

EVC OAM プロトコルを設定します。

例：
Router(config-evc)# oam protocol cfm svlan 10
domain cstmr1

ステップ 8

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-evc)# exit
Router(config)#

ステップ 9

OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメイ —
ンを定義するには、ステップ 3 ～ 8 を繰り返します。

ステップ 10

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# end
Router#
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イーサネット OAM のイネーブル化
設定は、グローバルおよびインターフェイス コンフィギュレーション コマンドが実行される順序に
よって決まります。最後に実行されたコマンドが優先されます。
デバイス上またはインターフェイス上でイーサネット OAM をイネーブルにするには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 1/3

ステップ 4

ethernet oam [max-rate oampdus | min-rate
num-seconds | mode {active | passive} | timeout
seconds]

インターフェイス上でイーサネット OAM をイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet oam max-rate 50

ステップ 5

end

例：
Router(config-if)# end
Router#
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サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM
の設定に関する設定例
次に、ネットワークのプロビジョニングとサービスのプロビジョニングの例を示します。

• 「ネットワークのプロビジョニング：例」（P.73）
• 「サービスのプロビジョニング：例」（P.75）

ネットワークのプロビジョニング：例
この設定例では、CFM 関連のコマンドのみを示します。デバイス上にデータ パスをセットアップした
り、VLAN を設定したりするために必要なすべてのコマンドが示されているわけではありません。し
かし、VLAN が正しく設定されていなければ、デバイスとの間で CFM トラフィックを送受信できない
ので注意してください。
CE-A
!
ethernet cfm domain Customer level 7 direction outward
!!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up

U-PE A
!
ethernet cfm domain Customer level 7
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet4/2
ethernet cfm mip level 1
!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
PE-AGG A
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
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!
interface gigabitethernet3/1
ethernet cfm mip level 1
!
interface gigabitethernet4/1
ethernet cfm mip level 1
N-PE A
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1
!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
U-PE B
!
ethernet cfm domain Customer level 7
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet2/0
ethernet cfm mip level 2
!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
PE-AGG B
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
!
interface gigabitethernet1/1
ethernet cfm mip level 2
!
interface gigabitethernet2/1
ethernet cfm mip level 2
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N-PE B
!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet1/2
ethernet cfm mip level 2
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up
CE-B
!
ethernet cfm domain Customer level 7 direction outward
!!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!!
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
!
snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down cross-connect loop config
snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-missing mep-unknown service-up

サービスのプロビジョニング：例
CE-A
!
ethernet cfm domain Customer level 7 direction outward
service Customer1 vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mep level 7 direction outward domain Customer1 mpid 701 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 7 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
U-PE A
!
ethernet cfm domain Customer level 7
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
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ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpA vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mip level 7
ethernet cfm mep level 4 mpid 401 vlan 100
ethernet cfm mep level 1 mpid 101 vlan 100
!
interface gigabitethernet4/2
ethernet cfm mip level 1
!
ethernet cfm cc enable level 4 vlan 100
ethernet cfm cc enable level 1 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
PE-AGG A
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpA vlan 100
!
ethernet cfm enable
!
interface gigabitethernet3/1
ethernet cfm mip level 1
!
interface gigabitethernet4/1
ethernet cfm mip level 1
N-PE A
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpA vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1
!
interface gigabitethernet4/0
ethernet cfm mip level 4
ethernet cfm mep level 1 mpid 102 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 1 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
U-PE B
!
ethernet cfm domain Customer level 7
!

76

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定
サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する設定例

ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpB vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet1/0
ethernet cfm mip level 7
ethernet cfm mep level 4 mpid 402 vlan 100
ethernet cfm mep level 2 mpid 201 vlan 100
!
interface gigabitethernet2/0
ethernet cfm mip level 2
!
ethernet cfm cc enable level 4 vlan 100
ethernet cfm cc enable level 2 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
PE-AGG B
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpB vlan 100
!
ethernet cfm enable
!
interface gigabitethernet1/1
ethernet cfm mip level 2
!
interface gigabitethernet2/1
ethernet cfm mip level 2
N-PE B
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
ethernet cfm domain OperatorB level 2
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpB vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet1/2
ethernet cfm mip level 2
!
interface gigabitethernet2/2
ethernet cfm mip level 4
ethernet cfm mep level 2 mpid 202 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 2 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
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CE-B
!
ethernet cfm domain Customer level 7 direction outward
service Customer1 vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/2
ethernet cfm mep level 7 direction outward domain Customer1 mpid 702 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 7 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3

その他の参考資料
次の各項では、サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関連する参考資
料を示します。

関連資料
関連トピック

CFM コマンド

参照先
『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

プロバイダー エッジ デバイス上のイーサネット ロー 『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の「Configuring
カル管理インターフェイス
Ethernet Local Management Interface on a Provider Edge Device」モ
ジュール

IP SLA for Metro Ethernet

『IP SLAs for Metro Ethernet』

IEEE 802.3ah

『IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile』

NSF/SSO および MPLS

『NSF/SSO - MPLS LDP and LDP Graceful Restart 』

ISSU 機能

『Cisco IOS Broadband High Availability In Service Software Upgrade』

ISSU の実行

『Cisco IOS In Service Software Upgrade Process and Enhanced Fast
Software Upgrade Process』

SSO

『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful
Switchover」の章

規格
標準

IEEE P802.1ag/D1.0

タイトル
『Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Virtual

Bridged Local Area Networks - Amendment 5: Connectivity Fault
Management』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』
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MIB
MIB

MIB リンク

CISCO-ETHER-CFM-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC または
変更された規格はありません。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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/techsupport

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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障害管理の設定に関する機能情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。この表には、
Cisco IOS Release 12.2(33)SRA、Cisco IOS Release 12.4(11)T、Cisco IOS Release 12.2(33)SRB 以降
のリリースで追加または変更された機能のみを示します。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Cisco IOS Carrier Ethernet
Features Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS、Catalyst OS、Cisco IOS XE
ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラット
フォームを確認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連
の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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機能名

リリース

スイッチ ポート上での CFM 外側向き MEP

12.2(33)SRD スイッチ ポート上での CFM 外側向き MEP 機能は、ス
Cisco IOS
イッチ ポート上で外側向き MEP をサポートします。これ
XE 3.1.0SG は、分散層およびアクセス層でネットワークをサポートす
る外側向き MEP 機能に対する機能拡張です。

機能情報

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス エンドポイント」（P.7）
• 「ルーテッド ポートおよびスイッチ ポート用の外側向
き MEP」（P.7）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

ethernet cfm mep level mpid vlan
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表 1

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する機能情報 （続き）

機能名
イーサネット Connectivity Fault Management
（CFM; 接続障害管理）

リリース

機能情報

12.2(33)SRA
12.2(33)SRB
12.4(15)T2
12.2(33)SXI
Cisco IOS
XE 3.1.0SG

イーサネット CFM は、サービスインスタンスごとのエン
ドツーエンド イーサネット レイヤ OAM プロトコルです。
このプロトコルには、大規模イーサネット MAN および
WAN の予防的な接続モニタリング、障害検証、および障
害分離の機能が含まれています。
イーサネット CFM は、Cisco 7600 ルータの Cisco IOS
Release 12.2(33)SRA および Cisco 7200 VXR ルータの
Cisco IOS Release 12.4(15)T でサポートされています。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「イーサネット CFM」（P.4）
• 「カスタマー サービス インスタンス」（P.4）
• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス ポイント」（P.7）
• 「CFM メッセージ」（P.9）
• 「クロスチェック機能」（P.10）
• 「SNMP トラップ」（P.10）
• 「CFM ドメインの設計」（P.14）
• 「イーサネット CFM の設定」（P.16）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。clear
ethernet cfm errors、clear ethernet cfm
maintenance-points remote、clear ethernet cfm
traceroute-cache、debug ethernet cfm all、debug
ethernet cfm diagnostic、debug ethernet cfm errors、
debug ethernet cfm events、debug ethernet cfm
packets、ethernet cfm cc、ethernet cfm cc enable level
vlan、ethernet cfm domain level、ethernet cfm enable、
ethernet cfm enable（interface）、ethernet cfm mep
crosscheck、ethernet cfm mep crosscheck start-delay、
ethernet cfm mep level mpid vlan、ethernet cfm mip
level、ethernet cfm traceroute cache、ethernet cfm
traceroute cache hold-time、ethernet cfm traceroute
cache size、mep archive-hold-time、ping ethernet mpid
vlan、ping ethernet vlan、service vlan、show ethernet
cfm errors、show ethernet cfm maintenance-points
local、show ethernet cfm maintenance-points remote、

show ethernet cfm maintenance-points remote
crosscheck、show ethernet cfm maintenance-points
remote detail、show ethernet cfm traceroute-cache、
snmp-server enable traps ethernet cfm cc、snmp-server
enable traps ethernet cfm crosscheck、traceroute
ethernet vlan
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サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネット CFM の設定に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

802.3ah と CFM のインターワーキング

12.2(33)SRB
12.2(33)SXI
Cisco IOS
XE 3.1.0SG

イーサネット OAM とイーサネット CFM のインターワー
キング機能を使用すると、イーサネット OAM と CFM は、
ネットワーク内で連係して動作することができます。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「イーサネット CFM とイーサネット OAM の相互作
用」（P.11）
• 「イーサネット OAM と CFM の相互作用の設定」
（P.70）
イーサネット OAM 3.0：CFM over BD（タグ
なし）

12.2(33)SRD ブリッジ ドメイン経由の CFM をサポートするイーサネッ
ト OAM3.0 は、Cisco 7600 シリーズ Route Switch
Processor 720 および Cisco 7600 シリーズ Supervisor
Engine 720 の Cisco IOS Release 12.2(33)SRD でサポート
されています。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「ブリッジ ドメイン経由の CFM」（P.11）
• 「ブリッジ ドメイン経由の CFM の設定」（P.65）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。cfm
encapsulation、cfm mep domain、debug ethernet cfm
all、debug ethernet cfm events、debug ethernet cfm
packets、ethernet cfm cc、ethernet cfm cc enable level
evc、ethernet cfm mep crosscheck、mep crosscheck
mpid evc、mep crosscheck mpid vlan、ping ethernet
evc、service evc、show ethernet cfm
maintenance-points remote crosscheck、show ethernet
cfm maintenance-points remote detail、traceroute

ethernet evc

CFM 802.1ag/1.0d での ISSU サポート

12.2(33)SRD ISSU サポートを使用すると、パケット フローに影響を与
えることなく、Cisco IOS ソフトウェア製品を実行したり、
アップグレードやダウングレードを行ったりすることがで
きます。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「CFM 802.1ag/1.0d での ISSU サポート」（P.13）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

debug ethernet cfm ha
CFM 802.1ag/1.0d での NSF/SSO サポート

12.2(33)SRD CFM による NSF/SSO のサポートを使用すると、アクティ
Cisco IOS
ブ / スタンバイ モードのデュアル ルート プロセッサをサ
XE 3.1.0SG ポートする CFM プロセスが、スイッチオーバー後もパ
ケット転送を継続できます。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「CFM 802.1ag/1.0d での NSF/SSO サポート」（P.13）
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機能名

リリース

機能情報

外側向き MEP

12.4(11)T
12.2(33)SRB
12.2(33)SXI

外側向き MEP 機能は、ルーテッド（レイヤ 3）ポートで
外側向き MEP をサポートすることにより、分散およびア
クセス環境をサポートするイーサネット CFM を拡張しま
す。
外側向き MEP をサポートするイーサネット CFM は、
Cisco Integrated Services Router（ISR）の Cisco IOS
Release 12.4(11)T でサポートされています。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「メンテナンス ドメイン」（P.5）
• 「メンテナンス エンドポイント」（P.7）
• 「ルーテッド ポートおよびスイッチ ポート用の外側向
き MEP」（P.7）
• 「ネットワークのプロビジョニング」（P.17）（CE-A お
よび CE-B）
• 「サービスのプロビジョニング」（P.36）（CE-A および
CE-B）
• 「外側向き MEP に対するクロスチェックの設定とイ
ネーブル化」（P.62）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

ethernet cfm mep level mpid vlan
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用語集
CCM：Continuity Check Message（連続性チェック メッセージ）。MEP が定期的に送信するマルチキャ
スト CFM フレームで、これにより CCM が送信される MA レベルにおいて、送信側 MEP が属するメン
テナンス エンティティ全体の連続性が確認されます。CCM の受信に対する応答は行われません。
EVC：Ethernet Virtual Connection（イーサネット仮想接続）。複数のユーザ ネットワーク インター
フェイスのアソシエーションです。

MEP：Maintenance Endpoint（メンテナンス エンドポイント）。アクティブに管理される CFM エン
ティティ。サービス インスタンスの特定の DSAP に関連付けられ、CFM フレームの生成や受信、およ
び応答の追跡を行うことができます。単一の MA のエンドポイントであり、同じ MA 内の他の各 MEP
に代わって、別のメンテナンス エンティティを終端します。
MEP CCDB：すべての MEP が、メンテナンス ドメイン内の他の MEP に関して受信された情報を維
持するために持っているデータベース。

MIP：Maintenance Intermediate Point（メンテナンス中間ポイント）。特定の ISS SAP または EISS
Service Access Point に関連付けられた CFM エンティティです。CFM フレームに反応および対応します。
1 つの MA に関連付けられた、1 つまたは複数のメンテナンス エンティティ内の中間ポイントです。
MIP CCDB：メンテナンス ドメインの MEP に関する情報のデータベース。MIP CCDB は、MIP に
よって管理されます。
MP：Maintenance Point（メンテナンス ポイント）。MEP または MIP のいずれかです。
MPID：Maintenance Endpoint Identifier（メンテナンス エンドポイント ID）。特定の MEP を識別する
ための、対象の MA で一意の小さな整数です。
OAM：Operations, Administration, and Maintenance（運用管理および保守）。複数の標準化団体が、
運用管理および保守に関するプロトコルと手順を説明するために使用する用語です。たとえば、ATM
OAM や IEEE 標準 802.3ah OAM のように使用されます。
UNI：User-Network Interface（ユーザ ネットワーク インターフェイス）。カスタマーの機器に接続さ
れているオペレータのブリッジ部分を表す一般用語。UNI には、多くの場合 C-VLAN 対応のブリッジ
コンポーネントが含まれます。UNI という用語は、IEEE P802.1ag/D1.0 標準で、CFM の多様な機能
の目的を説明する場合に広く使用されます。UNI には、標準的な意味はありません。
オペレータ：サービス プロバイダーに対し、プロバイダー ブリッジの単一のネットワーク、または単
一のレイヤ 2 または レイヤ 3 バックボーン ネットワークを提供するエンティティ。オペレータは、
サービス プロバイダーと同一の組織、または同じ組織の一部であってもかまいません。IEEE
P802.1ag/D1.0、『Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks』では、オペレータとサー
ビス プロバイダーは、別の組織だと想定されています。
「カスタマー」、「サービス プロバイダー」、「オペレータ」という用語は、IEEE P802.1ag/D1.0 に従っ
て実装された機器を使用する、組織や個人の間のビジネス関係を反映しています。
障害アラーム：システム管理者に接続障害を通知するアウトオブバンド シグナル。通常は SNMP 通知
です。
内側向き MEP：ブリッジ内に存在し、ブリッジ リレー エンティティ方向に CFM メッセージを送受信
する MEP。
メンテナンス ドメイン：接続障害の管理対象として 1 つの管理に属するネットワークまたはネット
ワークの一部。メンテナンス ドメインの境界は、一連の DSAP によって定義されます。各 DSAP は
サービス インスタンスの接続ポイントになることができます。
メンテナンス ドメイン名：CFM が、サービス インスタンスの偶発的連結を防止する、ドメインの一意
の ID。
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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定
ITU-Y.1731 障害管理機能は、サービス プロバイダーの大規模ネットワークにおけるニーズに合った、
新しい障害管理およびパフォーマンス管理機能を提供するものです。これらの新機能は、Ethernet
Alarm Indication Signal（ETH-AIS; イーサネット アラーム表示信号）および Ethernet Remote Defect
Indication（ETH-RDI; イーサネット リモート障害表示）を拡張して、大規模イーサネット
Metropolitan-Area Network（MAN; メトロポリタンエリア ネットワーク）および Wide-Area Network
（WAN; ワイドエリア ネットワーク）での障害検出、障害検証、および障害分離を可能にしています。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の
機能情報」（P.17）を参照してください。

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、Cisco
Catalyst OS ソフトウェア イメージ、および Cisco IOS XE 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。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の前提条件」（P.2）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の制約事項」（P.2）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報」（P.3）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法」（P.8）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例」（P.12）
• 「その他の参考資料」（P.15）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の機能情報」（P.17）
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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の前提条件

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の前提条件
ビジネス上の要件
• ネットワーク トポロジおよびネットワーク管理者が評価済みである。

• ビジネス ポリシーおよびサービス ポリシーが確立されている。
• Server Maintenance End Point（SMEP; サーバ メンテナンス エンド ポイント）が ETH-AIS 機能
をサポートする必要がある。

• Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）が設定され、Y.1731 障害管理サポートが
イネーブルになっている必要がある。

• AIS メッセージは、Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）が設定さ
れたインターフェイスだけで生成されるため、MIP を設定する必要がある。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の制約事項
• ポート ASIC のハードウェアの制限のため、CFM は、Per VLAN Spanning Tree（PVST）プロト
コルと共存できず、また、同じシステム上の次のライン カードと連携できません。

– FI_WS_X6196_RJ45
– FI_WS_X6196_RJ21
– FI_WS_X6548_RJ45
– FI_WS_X6548_RJ21
• CFM loopback メッセージは、そのメンテナンス レベルに応じたメンテナンス ドメインのみに限
定されません。CFM loopback メッセージがそのメンテナンス レベルのみに限定されないことは、
次の各レベルに影響を与えます。

– アーキテクチャ：loopback メッセージについて、CFM レイヤリングに違反が発生します。
– 導入：ユーザがネットワークの設定を誤ったために、loopback メッセージが成功する可能性
があります。

– セキュリティ：不正なデバイスが、デバイスの MAC アドレスとレベルを認識する場合、本
来、透過的であるべきネットワーク トポロジが探索される可能性があります。

• ルーテッド インターフェイスは、Cisco IOS Release 12.4(11)T でのみサポートされます。
• CFM は、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）の
Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスでは、完全にサポートされるわけではありま
せん。CFM と Ethernet over MPLS（EoMPLS）疑似ワイヤ間で、相互作用は行われません。CFM
パケットは、疑似ワイヤ経由でのみ、通常のデータ パケットと同様に透過的に渡されます。ただ
し、次の制限があります。

– MPLS アップリンク ポートとして Cisco Catalyst LAN カードを使用する Policy Feature Card
（PFC; ポリシー フィーチャ カード）ベースの EoMPLS の場合、通常のデータ パケットと同
様、EoMPLS 疑似ワイヤ経由で CFM パケットを透過的に渡すことができます。ただし、
CFM MEP や MIP は通常のレイヤ 2 スイッチポート インターフェイス上でサポートできます
が、EoMPLS エンドポイント インターフェイスを Maintenance End Point（MEP; メンテナン
ス エンドポイント）や MIP としては使用できません。
• CFM 設定は、EtherChannel や FastEthernet Channel（FEC）モードではサポートされていません。
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• ハイ アベイラビリティ機能である、CFM 802.1ag/1.0d での Non-Stop Forwarding and Stateful
Switchover（NSF/SSO）および CFM 802.1ag/1.0d での In Service Software Upgrade（ISSU）サ
ポートは、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスではサポートされません。
• CFM 802.1ag/1.0d での NSF/SSO サポート機能は、経路探索およびエラー情報のデータベースに
ついてはサポートされません。これは、CFM HA および Y.1731 障害管理の両方が Cisco IOS
Software Release 12.2SRD でリリースされたため、Y.1731 障害管理の HA エラー データベース
は、アクティブとスタンバイの間で同期化されるからです。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報
ITU-T Y.1731 障害管理機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。
• 「ETH-AIS の概要」（P.3）
• 「ETH-AIS 送信、受信、および処理の概要」（P.3）
• 「AIS 送信」（P.5）
• 「AIS 受信」（P.5）
• 「ETH-RDI」（P.7）
• 「CCM: 情報」（P.7）
• 「ETH-RDI 情報を含む CCM の受信」（P.8）

ETH-AIS の概要
• MEP は、特定のレベルで接続障害を検出すると、その直接のクライアントの Maintenance
Association（MA; メンテナンス アソシエーション）レベルで、検出した障害とは逆の方向に、
AIS をマルチキャストします。
• MEP は物理リンク全体をモニタするため、ネットワーク上の各 VLAN またはサーバについて、
AIS を生成します。MEP は、VLAN、Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接
続）、または、リンク アップやリンク ダウンが行われ、802.3ah インターワーキングがサポートさ
れている SMEP をモニタできます。
• AIS によって受信側 MEP のトラップが抑制されるため、Network Management System（NMS;
ネットワーク管理システム）は、特定の障害に関する膨大な数のトラップを重複して受信せずに済
み、また、各クライアントへの障害通知が非同期で行われるようになります。

• しかしマルチポイントの場合、AIS では接続を失ったリモート ピアを特定できないため、すべて
のピア MEP が AIS 状態となり、アラームを抑制します。

（注）

独立した復元機能を持つネットワークでは、AIS の使用は推奨しません。

ETH-AIS 送信、受信、および処理の概要
ETH-AIS は、サーバ レイヤまたはサーバ サブレイヤで障害状態を検出した場合に出力されるアラーム
を抑制するために使用されます。ETH-AIS 情報を含むフレームの送信は、MEP でイネーブルまたは
ディセーブルにできます。ETH-AIS 情報を含むフレームは、障害状態検出時に MEP または SMEP に
よって、クライアント メンテナンス レベルで発行されます。たとえば、障害状態には次のようなもの
があります。
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• 「イーサネット連続性チェックがイネーブルの場合の信号障害状態」（P.4）
• 「ETH-CC がディセーブルの場合の AIS 状態」（P.5）

（注）

Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）環境には独立した復元機能があるため、
ETH-AIS を STP 環境に適用することは想定されませんが、ETH-AIS の送信を STP 環境で設定するこ
とはできます。
マルチポイント イーサネット接続の場合、MEP は、ETH-AIS 情報を含むフレームを受信しても、障
害状態になったサーバ レイヤまたはサーバ サブレイヤを特定できません。また、受信した ETH-AIS
情報には、アラームの抑制対象のピア MEP の関連サブセットについての情報がないため、それらを特
定することもできません。このため、ETH-AIS 情報を含むフレームを受信すると、MEP は、まだ接続
があるかどうかにかかわらず、すべてのピア MEP のアラームを抑制します。一方、ポイントツーポイ
ント イーサネット接続の場合、1 つの MEP には 1 つのピア MEP しかないため、ETH-AIS 情報を受信
したときにアラームを抑制すべきピア MEP について迷う余地はありません。

ETH-AIS 情報が入ったフレームを発行するように設定できるのは、MEP と SMEP のみです。障害状
態を検出すると、MEP は、ただちに ETH-AIS 情報を含むフレームの定期送信を、設定されたクライ
アント メンテナンス レベルで開始することができます。Cisco IOS ソフトウェアの場合は、インター
フェイスに設定された Maintenance Intermediate Point（MIP; メンテナンス中間ポイント）レベルで送
信されます。MEP は、障害状態が取り除かれるまで ETH-AIS 情報を含むフレームの送信を続けます。
ETH-AIS 情報を含むフレームを受信して AIS 状態を検出すると、MEP はすべてのピア MEP に関連す
る Loss of Continuity（連続性の喪失）アラームを抑制します。MEP が Loss of Continuity アラームの
生成を再開できるのは、AIS 状態が終了した場合のみです。

イーサネット連続性チェックがイネーブルの場合の信号障害状態
ここでは、Ethernet Continuity Check（ETH-CC; イーサネット連続性チェック）の信号障害状態につ
いて説明します。

結合誤り状態

MEP が結合誤り状態を検出するのは、受信した Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック
メッセージ）フレームのメンテナンス レベルは正しいが、メンテナンス ID が誤っている場合です。こ
れは、MEP のメンテナンス ID で表されるサービス インスタンスに、異なるサービス インスタンスか
らのフレームが結合されていることを示します。

（注）

Cisco IOS ソフトウェアの場合、結合誤り状態は、相互接続エラーとなります。

予期しない MEP 状態

MEP が予期しない MEP 状態を検出するのは、受信した CCM フレームのメンテナンス レベルおよび
メンテナンス ID は正しいが、MEP ID が予期しないものである（MEP 自身の MEP ID など）場合で
す。MEP が、ピア MEP の ID のリストを維持している場合は、予期しない MEP ID を特定できます。
ピア MEP の ID のリストは、プロビジョニング時に各 MEP に設定する必要があります。この障害状態
は、ほとんどの場合、設定の誤りによって発生します。

（注）
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Cisco IOS ソフトウェアの場合、予期しない MEP 状態は、クロスチェック エラーまたは設定
エラーとなります。CCM を介して受信した Maintenance Point ID（MPID; メンテナンス ポイ
ント ID）が、MEP に設定されている MPID と同じ場合に、設定エラーが発生します。
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• 予期しないメンテナンス レベル状態：MEP が予期しないメンテナンス レベルを検出するのは、受
信した CCM フレームのメンテナンス レベルが誤っている場合です。
• 予期しない間隔状態：MEP が予期しない間隔を検出するのは、受信した CCM フレームのメンテ
ナンス レベル、MPID、および MEP ID は正しいが、間隔フィールドの値が、MEP の CCM 送信
間隔とは異なっている場合です。

• 信号障害状態：信号障害状態は、サーバ レイヤの障害状態を SMEP に通知するために、サーバ レ
イヤ終端機能によって宣言される可能性があります。

CCM に起因する Cisco IOS ソフトウェアの信号障害状態には、次のものがあります。
– 相互接続エラー
– 設定エラー
– ループ エラー
– 不明な MEP
– MEP 喪失

ETH-CC がディセーブルの場合の AIS 状態
信号障害状態によって MEP が AIS 障害状態となり、結果的に MEP は AIS フレームを受信します。

AIS 送信
MEP は障害状態を検出すると、その障害とは逆の方向のピア MEP に対してフレームを送信します。
AIS フレームの送信頻度は、AIS 送信間隔に基づきます。最初の AIS フレームは、必ず、障害状態の
検出直後に送信される必要があります。

（注）

AIS の送信間隔は 1 秒を推奨します。
クライアント レイヤまたはクライアント サブレイヤが複数の MA から構成されていて、サーバ レイヤ
またはサーバ サブレイヤ MEP が障害状態を検出した場合には、これらの MA に対してアラームを抑
制するように通知しなければならない場合があります。信号障害状態を検出すると、MEP は、クライ
アント レイヤまたはサブレイヤの各 MA に対して AIS フレームを送信します。クライアント レイヤま
たはサブレイヤのすべての MA に対して、障害状態の検出から 1 秒以内に、最初の AIS フレームを送
信しなければなりません。

（注）

CFM がサポートするすべての 4094 VLAN 間で ETH-AIS をサポートするために、1 分の AIS 送信間
隔もサポートされています。

AIS 受信
AIS フレームを受信すると、MEP は、そのフレームを検査し、MA レベルが自身の MA レベルに対応
しているか確認します。間隔フィールドには、その AIS フレームが予期される間隔が示されています。
AIS 障害状態の検出後、送信間隔の 3.5 倍の時間内に AIS フレームが受信されなかった場合、MEP は
その AIS 障害状態を消去します。
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Dying Gasp 生成
Dying Gasp とは、復元不能な状態です。このタイプの状況はベンダー固有です。障害状態に関する通
知は、即座に、継続的に送信することができます。
Dying Gasp は、次の状況で生成されます。
• 管理ダウンによるリンク ダウン。
• 電源の故障。
• リロード。
• 管理上ディセーブルな 802.3ah。

（注）

管理上ディセーブルな 802.3ah は、トラフィックを中断させないので AIS を生成しません。ただし、
Cisco ルータ以外のルータとインターワーキングする場合に Reason フィールドがないと、ディセーブ
ル化によって常に AIS が生成されます。

AIS インターワーキング
次の状態は、SMEP AIS の状態に影響を与えます。

• リンク ダウン イベントが発生すると、SMEP は、AIS 状態になり、直接のクライアントの MA レ
ベルのすべてのサービスに対して（デフォルト）AIS フレームを生成します。
• リンク アップ イベントが発生すると、SMEP は、AIS 状態を終了し、AIS フレームの生成を停止
します。

• Dying Gasp、リンク障害、または重大な 802.3ah Remote Fault Indication（RFI; リモート障害検
出）に起因するローカルな障害検出。802.3ah が再確立されると、SMEP は AIS 状態を終了し、
AIS フレームの生成を停止します。
• 上限しきい値を超えたために生じるローカルな障害検出であり、そのしきい値超えに対する設定可
能アクションが、インターフェイスのエラー ディセーブル化であるもの。

• Dying Gasp、リンク障害、または重大なイベントから受信した RFI。
検出された障害が Dying gasp によるものであれば、そのリンクは両方向ダウンし、図 1 に示すように、
AIS および RDI フレーム フローが生成されます。
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図 1

RX と TX の両方の障害に伴う AIS/R フレーム フロー
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ETH-RDI
ETH-RDI は、MEP が障害状態が発生したピア MEP と通信する際に使用します。ETH-RDI が使用さ
れるのは、Ethernet OAM Continuity Check（ETH-CC; イーサネット OAM 連続性チェック）送信がイ
ネーブルになっている場合のみです。
ETH-RDI には、次の 2 種類の用途があります。
• 片終端障害管理：受信側の MEP が RDI 障害状態を検出した場合、その障害がこの MEP の他の障
害状態と関連し合い、故障の原因となることがあります。1 つの MEP で ETH-RDI 情報が受信さ
れないということは、その MA 全体に障害がないことを意味します。
• 遠端パフォーマンス モニタリングへの寄与：遠端に障害状態があったことを表し、パフォーマン
ス モニタリング プロセスに対する入力情報として使用されます。
障害状態にある MEP は、ETH-RDI 情報を含むフレームを送信します。MEP は、ETH-RDI 情報を含
むフレームを受信すると、ピア MEP で障害状態が発生したことを認識します。ただし、マルチポイン
ト イーサネット接続の場合、MEP は、ETH-RDI 情報を含むフレームを受信しても、その RDI 情報の
送信元 MEP によって障害状態が検出されたピア MEP の関連サブセットを特定できません。送信元
MEP 自身に、必ずその情報があるわけではないからです。

CCM: 情報
CFM Continuity Check Message（CCM; 連続性チェック メッセージ）は、MEP 間で交換されるメッ
セージのことです。これにより、MEP はドメイン内の他の MEP を検出することができ、MIP は MEP
を検出することができます。
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CFM CCM には、次の特性があります。
• MEP によって、設定可能な一定間隔で定期的に送信されます。間隔は、10 秒～ 65535 秒で、デ
フォルトは 30 です。
• メッセージの有効性を受信側に示すための、保留時間の値（設定可能）が含まれています。デフォ
ルトの保留時間の値は、送信間隔の 3.5 倍です。
• 同じメンテナンス レベルの MIP によってカタログ化されます。
• 宛先は、同じメンテナンス レベルのリモート MEP です。
• 単方向通信であり、応答を要求しません。
• MEP が設定されているポートのステータスを伝送します。

ETH-RDI 情報を含む CCM の受信
CCM フレームを受信すると、MEP はそのフレームを検査し、その MA レベルが、設定されている
MA レベルに対応することを確認し、RDI フィールドが設定されている場合は、RDI 状態を検出しま
す。ポイントツーポイント イーサネット接続では、MEP は、RDI フィールドがクリアされた CCM フ
レームをピア MEP から最初に受信したときに、RDI 状態をクリアできます。マルチポイント イーサ
ネット接続では、MEP は、RDI フィールドがクリアされた CCM フレームを、すべてのピア MEP か
ら受信したときに、RDI 状態をクリアできます。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法
Y.1731 障害管理の機能拡張は、ETH-AIS および ETH-RDI によって構成されています。CFM を設定
すると、両方の機能拡張がデフォルトでイネーブルになりますが、CFM の設定時に個別にコマンドを
実行して、それぞれをイネーブルにすることもできます。

• ETH-AIS は、ethernet cfm enable コマンドによって、デフォルトでイネーブルにされます。
• ETH-RDI は、ethernet cfm cc enable level コマンドによって、デフォルトでイネーブルにされま
す。
デフォルトの設定を変更するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm ais link-status global
4. level level-id
または

disable
5. period value
6. exit
7. ethernet cfm ais domain domain-id [vlan vlan-id | evc evc-name]
8. disable
9. period value
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10. level level-id
11. expiry-threshold value
12. no suppress-alarm
13. exit
14. ethernet cfm cc enable level {any | level-id | ,level-id | level-id-level-id | ,level-id-level-id}
vlan {any | vlan-id | ,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}
15. ethernet cfm cc level {any | level-id | level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan {vlan-id | any |
vlan-id-vlan-id | [,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds] [loss-threshold num-msgs]
16. exit

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm ais link-status global

SMEP に対する AIS 固有のコマンドを設定し、CLI
を config-ais-link-cfm モードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm ais link-status
global

ステップ 4

level level-id

または
disable

SMEP から送信する AIS フレームの送信用メンテナ
ンス レベルを設定します。
または

ETH-AIS 生成をディセーブルにします。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# level 3

または
Router(config-ais-link-cfm)# disable

ステップ 5

period value

SMEP 固有の AIS 送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# period 1

ステップ 6

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ais-link-cfm)# exit
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm ais domain domain-id [vlan vlan-id
| evc evc-name]

PROVIDER という名前の CFM メンテナンス ドメイ
ンを VLAN 44 に定義し、その MA に属するすべて
のローカル MEP にパラメータを設定するため、コマ
ンドを config-ais-mep-cfm サブモードにします。

例：
Router(config)# ethernet cfm ais domain
PROVIDER vlan 44

Router(config)# ethernet cfm ais domain XXX evc
test

XXX という名前の CFM メンテナンス ドメインを
evc test に定義し、その MA に属するすべてのローカ
ル MEP にパラメータを設定するため、コマンドを
config-ais-mep-cfm サブモードにします。

disable

802.03ah からの AIS 送信をディセーブルにします。

または

ステップ 8

または

例：
Router(config-ais-mep-cfm)# disable

ステップ 9

period value

SMEP 固有の AIS 送信間隔を設定します。

例：
Router(config-ais-mep-cfm)# period 1

ステップ 10

level level-id

MEP から送信する AIS フレームの送信用メンテナン
ス レベルを設定します。

例：
Router(config-ais-mep-cfm)#level 4

ステップ 11

expiry-threshold value

MA の有効期限しきい値パラメータを設定します。

例：
Router(config-ais-mep-cfm)#expiry-threshold 20

ステップ 12

no suppress-alarm

重複アラームの抑制をオーバーライドします。

例：
Router(config-ais-mep-cfm)#no suppress-alarm

ステップ 13

exit

コマンドをグローバル コンフィギュレーション モー
ドに戻します。

例：
Router(config-ais-mep-cfm)# exit

ステップ 14

ethernet cfm cc enable level {any | level-id |
,level-id | level-id-level-id |
,level-id-level-id} vlan {any | vlan-id |
,vlan-id | vlan-id-vlan-id | ,vlan-id-vlan-id}

例：
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 2
vlan 100
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm cc level {any | level-id |
level-id-level-id | [,level-id-level-id]} vlan
{vlan-id | any | vlan-id-vlan-id |
[,vlan-id-vlan-id]} [interval seconds]
[loss-threshold num_msgs]

CCM に次の各パラメータを設定します。
• すべてのメンテナンス レベルを設定できます。
• すべての VLAN を設定できます。
• CCM 送信間隔は 20 秒です。

例：
Router(config)# ethernet cfm cc level any vlan
any interval 20 loss-threshold 3

ステップ 16

• MEP のダウンが宣言されるまでの CCM 損失の
最大数は 3 個です。
コマンドを特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config)# exit

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet cfm ais link-status
または

no ethernet cfm ais link-status
5. ethernet cfm ais link-status period value
6. ethernet cfm ais link-status level level-id
7. exit

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

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。

例：
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ethernet cfm ais link-status

SMEP からの AIS の生成をインターフェイスでイ
ネーブルにします。

または
no ethernet cfm ais link-status

例：

または
インターフェイスの AIS 生成をディセーブルにしま
す。

Router(config-if)# ethernet cfm ais link-status

または
Router(config-if)# no ethernet cfm ais
link-status

ステップ 5

ethernet cfm ais link-status period value

インターフェイスの SMEP によって生成される AIS
の送信間隔を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm ais link-status
period 60

ステップ 6

ethernet cfm ais link-status level level-id

インターフェイスの SMEP によって送信される AIS
フレームの送信用メンテナンス レベルを設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet cfm ais link-status
level 4

ステップ 7

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

exit

例：
Router(config-if)# exit

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例
次に、イーサネット CFM をインターフェイスでイネーブルにする例を示します。
!
ethernet cfm domain ServiceProvider level 4
mep archive-hold-time 60
service MetroCustomer1 vlan 100
!
ethernet cfm domain OperatorA level 1
mep archive-hold-time 65
service MetroCustomer1OpA vlan 100
!
ethernet cfm enable
ethernet cfm traceroute cache
ethernet cfm traceroute cache size 200
ethernet cfm traceroute cache hold-time 60
!
interface gigabitethernet3/0
ethernet cfm mip level 1
!
interface gigabitethernet4/0
ethernet cfm mip level 4
ethernet cfm mep level 1 mpid 102 vlan 100
!
ethernet cfm cc enable level 1 vlan 100
ethernet cfm cc level any vlan any interval 20 loss-threshold 3
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ITU-T Y.1731 障害管理機能の出力およびエラー メッセー
ジ：例
ここでは、出力およびエラー メッセージの例を示します。

• 「Show Ethernet CFM ：例」（P.13）
• 「インターフェイス名付きの Syslog AIS メッセージ出力：例」（P.14）

Show Ethernet CFM：例
次に、show ethernet cfm maintenance-point local detail コマンドの出力例を示します。
Router# show ethernet cfm maintenance-points local detail
MEP Settings:
------------MPID: 2101
DomainName: PROVIDER_DOMAIN
Level: 4
Direction: I
Vlan: 101
Interface: Et0/1
CC-Status: Enabled
MAC: aabb.cc03.8410
Defect Condition: AIS
presentRDI: TRUE
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 1000(ms)
AIS Expiry Threshold: 3.5
Level to transmit AIS: Default
Suppress Alarm configuration: Enabled
Suppressing Alarms: Yes

次に、show ethernet cfm interface コマンドの出力例を示します。
Router# show ethernet cfm smep interface
Ethernet

IEEE 802.3

次に、show ethernet cfm smep コマンドの出力例を示します。
Router# show ethernet cfm smep
SMEP Settings:
-------------Interface: Ethernet0/0
AIS-Status: Enabled
AIS Period: 60000 (ms)
Level to transmit AIS: 4
Defect Condition: No Defect

次に、show ethernet cfm error コマンドの出力例を示します。
Router# show ethernet cfm error
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Level Vlan MPID Remote MAC
Reason
5
102
aabb.cc00.ca10

Receive AIS

Service ID
service test

次に、show ethernet cfm maintenance-points remote detail コマンドの出力例を示します。
router# show ethernet cfm maintenance-points remote detail mpid 66
MAC Address: aabb.cc00.ca10
Domain/Level: PROVIDER_DOMAIN/4
EVC: test
MPID: 66 (Can ping/traceroute)
Incoming Port(s): Ethernet0/2
CC Lifetime(sec): 75
Age of Last CC Message(sec): 8
Receive RDI: TRUE
Frame Loss: 0%
CC Packet Statistics: 2/0 (Received/Error)
R1#MAC Address: aabb.cc00.ca10
Domain/Level: PROVIDER_DOMAIN/4
EVC: test
MPID: 66 (Can ping/traceroute)
Incoming Port(s): Ethernet0/2
CC Lifetime(sec): 75
Age of Last CC Message(sec): 8
Receive RDI: TRUE
Frame Loss: 0%
CC Packet Statistics: 2/0 (Received/Error)

インターフェイス名付きの Syslog AIS メッセージ出力：例
次は、インターフェイス名が示されたエラー メッセージ出力の例です。
00:05:39: %ETHER_CFM-6-ENTER_AIS: local mep with mpid 101 level 4 id 7 dir I Interface
Ethernet0/0 enters AIS defect condition
00:05:39: %ETHER_CFM-6-EXIT_AIS: local mep with mpid 101 level 4 id 7 dir I Interface
Ethernet0/0 exitec AIS defect condition
00:05:39: %ETHER_CFM-6-ENTER_AIS_INT: Interface Ethernet0/0 enters AIS defect condition
for outward direction
00:05:39: %ETHER_CFM-6-EXIT_AIS_INT: Interface Ethernet0/0 exited AIS defect condition for
outward direction
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その他の参考資料
次の項では、ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定機能に関連する参考資料を示します。

関連資料
関連項目

参照先

イーサネット CFM

『Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network』

OAM の使用

『Using Ethernet Operations, Administration, and Maintenance 』

規格
規格

ITU-T

タイトル
『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

MIB
MIB

MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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

—
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Carrier Ethernet Features

Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定の機能情報

機能名

リリース

ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定

12.2(33)SRD ITU-Y.1731 障害管理機能は、サービス プロバイダーの大

機能情報
規模ネットワークにおけるニーズに合った、新しい障害管
理およびパフォーマンス管理機能を提供するものです。こ
れらの新機能は、Ethernet Alarm Indication Signal
（ETH-AIS; アラーム表示信号）および Ethernet Remote
Defect Indication（ETH-RDI; リモート障害表示）を拡張
して、大規模イーサネット MAN および WAN での障害検
出、障害検証、および障害分離を可能にしています。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する情報」
（P.3）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定方法」（P.8）
• 「ITU-T Y.1731 障害管理機能の設定に関する設定例」
（P.12）
次のコマンドが、導入または変更されました。clear
ethernet cfm ais domain、clear ethernet cfm ais
link-status interface、ethernet cfm ais domain、
ethernet cfm ais link-status global、ethernet cfm
logging、show ethernet cfm error、show ethernet cfm
maintenance-points local detail、show ethernet cfm
maintenance-points remote detail、show ethernet cfm

smep interface
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イーサネット接続障害管理のための Syslog
サポート
Cisco IOS ソフトウェアのシステム メッセージ機能は、エラーおよびシステム状態の変化の確認とレポー
トに役立ちます。システム メッセージの利用によって、カスタマーおよびシスコのエンジニアは、イベ
ントのタイプおよび重大度を判断し、Cisco IOS デバイスを運用保守することができます。また、イーサ
ネット Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）に関しては、ネットワーク管理者はシステ
ム メッセージを利用して、CFM 機能の設定および管理を効率的に行うスクリプトを作成できます。
ここでは、イーサネット CFM のための Syslog サポートと、CFM システム メッセージをイネーブルお
よびディセーブルにする方法について説明します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「イーサネット接続障害管理のための
Syslog サポートに関する機能情報」（P.9）を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関する前提条件」（P.2）
• 「イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関する制約事項」（P.2）
• 「イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートについて」（P.2）
• 「イーサネット接続障害管理用のシステム メッセージ ロギングをイネーブルにする方法」（P.4）
• 「イーサネット接続障害管理用のシステム ロギングの設定例」（P.6）
• 「その他の参考資料」（P.7）
• 「イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関する機能情報」（P.9）

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポート
イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関する前提条件

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関す
る前提条件
• イーサネット CFM 802.1ag および ITU-T Y.1731 障害管理機能の、Cisco IOS における実装につい
ての知識。

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関す
る制約事項
• CFM は、一部のイベントに対応したユーザ設定可能なアクションをサポートしていません。
• CFM は、障害検出時における loopback や linktrace などの CFM 動作の自動使用をサポートしてい
ません。

• Embedded Event Manager（EEM; 埋め込み型イベント マネージャ）は、Simple Network
Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）のトラップをサポートしてい
ません。

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートについ
て
イーサネット CFM syslog を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「Syslog」（P.2）
• 「CFM システム メッセージ」（P.3）
• 「イーサネット接続障害管理のための Syslog サポート」（P.4）

Syslog
Syslog とは、通常 IP ネットワーク間でシステム メッセージを配信する方式のことです。「Syslog」と
いう用語は、メッセージの送信プロトコルとメッセージ自身の両方の意味で使用されます。Syslog は、
コンピュータ システムの管理およびシステム セキュリティの監査を行うために一般的に使用されてい
ます。Syslog は、多くのプラットフォームのさまざまなデバイスでサポートされています。このよう
にサポートされているため、Syslog を使用して、さまざまなタイプのシステムのログ データを中央の
リポジトリに統合できます。
Syslog メッセージは 1 KB 未満のテキスト メッセージです。User Datagram Protocol（UDP; ユーザ
データグラム プロトコル）、TCP、またはその両方を使用して送信できます。メッセージは暗号化され
ませんが、Secure Sockets Layer（SSL）ラッパーを使用すれば、SSL または Transport Layer Security
（TLS）プロトコルによる暗号化レイヤを利用できます。
Syslog レシーバは、「syslogd」、「Syslog デーモン」、または「Syslog サーバ」と呼ばれます。
Syslog のプロトコルおよびメッセージ フォーマットは、RFC 3164『The BSD syslog Protocol』に規定
されています。
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イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートについて

CFM システム メッセージ
ここでは、生成できる CFM Syslog メッセージのタイプと、それらのメッセージをトリガーする CFM
イベントについて説明します。Syslog メッセージには次の 3 つのタイプがあります。

• 「AIS Syslog」（P.3）
• 「Cisco MIB アラーム Syslog」（P.3）
• 「IEEE MIB アラーム Syslog」（P.4）

AIS Syslog
Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）Syslog メッセージは、ethernet cfm logging コマン
ドに ais キーワードを指定して実行するとイネーブルにできます。AIS Syslog メッセージおよび対応す
る CFM イベントは、次のとおりです。
• ENTER_AIS_INT：インターフェイスが AIS 障害状態になりました。
• EXIT_AIS_INT：インターフェイスが AIS 障害状態を終了しました。
• ENTER_AIS：イーサネット CFM Maintenance Endpoint（MEP）が AIS 障害状態になりました。
• EXIT_AIS：イーサネット CFM MEP の AIS 障害状態が解消されました。

Cisco MIB アラーム Syslog
VLAN および Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）サービスの両方に、同じ Cisco
MIB アラーム メッセージ定義が適用されます。Cisco MIB アラーム Syslog メッセージは、ethernet
cfm logging コマンドに alarm および cisco キーワードを指定して実行するとイネーブルにできます。
Cisco MIB アラーム Syslog メッセージおよび対応する CFM イベントは、次のとおりです。
• REMOTE_MEP_UP：Continuity Check（CC; 連続性チェック）メッセージを、アクティブなリ
モート MEP から受信しました。
• REMOTE_MEP_DOWN：MEP に対応する CC データベース内のエントリがタイムアウトになり
ました。または、保留時間がゼロである CC メッセージをデバイスが受信しました。
• CROSS_CONNECTED_SERVICE：CC メッセージに含まれている Customer Service Instance
（CSI）ID または Maintenance Association（MA; メンテナンス アソシエーション）ID が、デバイ
スにローカルに設定されているものと異なっています。

• FORWARDING_LOOP：デバイスが、自身の Maintenance Point ID（MPID; メンテナンス ポイン
ト ID）およびソース MAC アドレスを含む CC メッセージを受信しました。
• CONFIG_ERROR：デバイスが、自身の MPID を含むがソース MAC アドレスが異なる CC メッ
セージを受信しました。

• CROSSCHECK_MEP_MISSING：設定されているリモート MEP が、クロスチェックの起動タイ
ムアウト時間内にアップ状態になりませんでした。

• CROSSCHECK_MEP_UNKNOWN：受信したリモート MEP が、設定されている静的リストに存
在しません。

• CROSSCHECK_SERVICE_UP：静的に設定されたすべてのリモート MEP から CC メッセージを
受信しました。したがって、CSI または MA のいずれかの設定済みサービスは、アップ状態です。
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IEEE MIB アラーム Syslog
IEEE MIB アラーム Syslog メッセージは、ethernet cfm logging コマンドに alarm および ieee キー
ワードを指定して実行するとイネーブルにできます。Cisco MIB アラーム Syslog メッセージおよび対
応する CFM イベントは、次のとおりです。
• FAULT_ALARM：ネットワークに障害が発生しました。

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポート
イーサネット接続障害管理のための Syslog サポート（CFM のための Syslog サポート）機能では、
CFM 通知に対する Syslog サポートが提供され、サービスの状態とネットワーク接続の確認に使用でき
ます。この機能は、デフォルトではディセーブルに設定されています。Command-Line Interface
（CLI; コマンドライン インターフェイス）の ethernet cfm logging コマンドにはオプションが用意され
ており、すべての CFM Syslog をイネーブルまたはディセーブルにしたり、または、AIS 機能、Cisco
MIB アラーム、および IEEE MIB アラームの Syslog を個別にイネーブルまたはディセーブルにしたり
できます。

Syslog Support for CFM 機能は、CFM over VLAN を使用する場合、または、ブリッジ ドメイン機能
の IEEE 802.1ag を使用して、診断を自動化したり、CFM イベントに対応するアクションを実装した
りする場合に実装する必要があります。

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートの利点
• トラブルシューティングに役立つイベント レコードが生成されます。
• CFM イベント通知に EEM スクリプトを活用するためのメカニズムが確立されます。
• CLI の ethernet cfm logging コマンドを使用して、Syslog メッセージを制御できます。

イーサネット接続障害管理用のシステム メッセージ ロギン
グをイネーブルにする方法
Syslog Support for CFM をオンまたはオフにするには、次のタスクを実行します。
• 「CFM Syslog メッセージのイネーブル化」（P.4）
• 「CFM Syslog メッセージのディセーブル化」（P.5）

CFM Syslog メッセージのイネーブル化
CFM Syslog はデフォルトでディセーブルになっています。CFM Syslog メッセージをイネーブルにす
るには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm logging [ais | alarm {cisco | ieee}]
4. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm logging [ais | alarm {cisco |
ieee}]

すべての CFM Syslog メッセージをイネーブルにし
ます。

例：
Router(config)# ethernet cfm logging

ステップ 4

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end

CFM Syslog メッセージのディセーブル化
CFM Syslog メッセージをディセーブルにするには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. no ethernet cfm logging [ais | alarm {cisco | ieee}]
4. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

no ethernet cfm logging [ais | alarm {cisco |
ieee}]

すべての CFM Syslog メッセージをディセーブルに
します。

例：
Router(config)# no ethernet cfm logging

ステップ 4

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config)# end

イーサネット接続障害管理用のシステム ロギングの設定例
ここでは、次の例について説明します。

• 「すべての CFM Syslog メッセージのイネーブル化：例」（P.6）
• 「Cisco MIB Syslog メッセージのイネーブル化：例」（P.6）
• 「IEEE MIB Syslog メッセージのイネーブル化：例」（P.6）
• 「CFM AIS Syslog メッセージのイネーブル化：例」（P.7）
• 「すべての CFM Syslog メッセージのディセーブル化：例」（P.7）

すべての CFM Syslog メッセージのイネーブル化：例
次に、すべての CFM Syslog メッセージをイネーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet cfm logging
Router(config)#

Cisco MIB Syslog メッセージのイネーブル化：例
次に、すべての Cisco MIB Syslog メッセージをイネーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet cfm logging alarm cisco
Router(config)#

IEEE MIB Syslog メッセージのイネーブル化：例
次に、VLAN サービス用の IEEE MIB Syslog メッセージをイネーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet cfm logging alarm ieee
Router(config)#
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CFM AIS Syslog メッセージのイネーブル化：例
次に、CFM AIS 機能固有の Syslog メッセージをイネーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet cfm logging ais
Router(config)#

すべての CFM Syslog メッセージのディセーブル化：例
次に、すべての Syslog メッセージをディセーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# no ethernet cfm logging
Router(config)#

その他の参考資料
ここでは、イーサネット接続障害管理のための Syslog サポート機能に関連する参考資料について説明
します。

関連資料
関連項目

参照先

CFM コマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

イーサネット CFM

『Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network』

IEEE 802.3ah

『IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile』

ITU-T Y.1731 障害管理機能

『Configuring ITU-T Y.1731 Fault Management Functions』

Syslog メッセージの配布とフィルタリング

『Reliable Delivery and Filtering for Syslog 』

規格
規格

IEEE P802.1ag/D1.0

タイトル
『Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Virtual

Bridged Local Area Networks - Amendment 5: Connectivity Fault
Management』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』
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MIB
MIB

MIB リンク

• CISCO-ETHER-CFM-MIB
• CISCO-IEEE-CFM-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC
RFC 3164

タイトル
『The BSD syslog Protocol』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関す
る機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS ソフトウェア イメージまたは
Catalyst OS ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、または
プラットフォームを確認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

イーサネット接続障害管理のための Syslog サポートに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

イーサネット接続障害管理のための Syslog サ 12.2(33)SRD1 イーサネット CFM のための Syslog サポート機能は、
ポート
CFM 通知のための syslog サポートを提供します。これを
使用して、サービスおよびネットワーク接続のステータス
を判定できます。この機能は、ブリッジ ドメイン機能の
IEEE 802.1ag または CFM over VLAN を使用する場合、
あるいはブリッジ ドメイン機能の IEEE 802.1ag を使用し
て、診断を自動化したり、CFM イベントに対応するアク
ションを実装する場合に実装する必要があります。
次のコマンドが、導入または変更されました。ethernet

cfm logging

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2009 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでの
スタティック MAC アドレスのサポート
サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポート機能では、疑似
ワイヤでのスタティック MAC アドレスの設定がサポートされます。スタティック MAC アドレスを、
Broadband Network Gateway（BNG）のアップストリーム トラフィックで使用すると、MAC テーブ
ルのリソースを維持し、マルチキャスト グループの作成によるトラフィック フラッディング制御を行
いながら、トラフィックを転送できます。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「サービス インスタンスおよび疑似ワ
イヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する機能情報」（P.10）を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する前
提条件」（P.2）
• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する制
約事項」（P.2）
• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポート」（P.2）
• 「サービス インスタンスまたは疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法」（P.3）
• 「その他の参考資料」（P.8）
• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する機
能情報」（P.10）

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポート
サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する前提条件

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポートに関する前提条件
• ポートとブリッジ ドメインの両方の制限に関する知識。
• サービス インスタンスに関する知識。
• Layer 2 Virtual Forwarding Instance（L2VFI）が、ブリッジ ドメインに組み込まれていること。

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポートに関する制約事項
• マルチキャスト スタティック MAC アドレスは、MAC アドレスのセキュリティ設定では許可され
ません。

• スタティック MAC アドレスは、スイッチ プロセッサ（アクティブとスタンバイの両方）にのみプ
ログラムできます。

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポート
スタティック MAC アドレスをサポートするようサービス インスタンスまたは疑似ワイヤを設定する
には、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポート」（P.2）
• 「サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートの利点」
（P.3）

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレス
のサポート
サービス インスタンスおよび疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定すると、トラフィック
転送に必要な MAC アドレス ラーニングが不要になります。アップストリーム方向で MAC アドレス
ラーニングがなくなると、MAC アドレス テーブルのリソースを節約し、ネットワークのリソースを最
適化できます。
スタティック MAC アドレスを設定するには、L2VFI がブリッジ ドメインに組み込まれている必要が
あります。L2VFI によって、ブリッジ ドメイン上に疑似ワイヤ用の疑似ポートを作成できるようにな
ります。疑似ポートを作成したら、スタティック MAC 設定を、そのブリッジ ドメインの疑似ポート
に関連付けることができます。
マルチキャスト スタティック MAC アドレスは、同じブリッジ ドメインの複数の疑似ポートで許可さ
れます。
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図 1 に、Broadband Remote Access Server（BRAS; ブロードバンド リモート アクセス サーバ）を冗
長化した構成のネットワーク内のスタティック MAC アドレスを示します。
図 1

アクティブ / アクティブ集約ノードおよび BRAS 冗長化
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BNG

サービス インスタンスまたは L2VFI のブリッジ ドメイン ID が変更または削除されると、すべてのス
タティック MAC アドレスが除去されます。
サービス インスタンスまたは疑似ワイヤが削除されると、その疑似ワイヤ上のすべてのスタティック

MAC アドレスが除去されます。

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレス
のサポートの利点
サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレス サポートには、次の利点が
あります。

• ネットワーク リソースの最適化に役立ちます。
• アップストリームのトラフィックに使用すると、MAC テーブル リソースを節約できます。

サービス インスタンスまたは疑似ワイヤにスタティック
MAC アドレスを設定する方法
サービス インスタンスまたは疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを手動で設定したり、スタ
ティック MAC アドレスを表示するには、次のタスクを実行します。

• 「サービス インスタンスにスタティック MAC アドレスを設定する方法」（P.4）
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• 「疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法」（P.5）
• 「設定されたスタティック MAC アドレスの表示方法」（P.6）

サービス インスタンスにスタティック MAC アドレスを設定する方法
サービス インスタンスにスタティック MAC アドレスを手動で設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance id ethernet [evc-id]
5. encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]] [native]
6. bridge-domain bridge-id [split-horizon [group group-id]]
7. mac static address mac-addr [auto-learn] [disable-snooping]
8. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：
Router(config)# interface ethernet 1/0

ステップ 4

service instance id ethernet [evc-id]

例：

インターフェイスのタイプを指定し、Command-line
Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）
をインターフェイス コンフィギュレーション モード
にします。
インターフェイス上にイーサネット サービス インス
タンスを設定し、CLI をサービス インスタンス コン
フィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 1 ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id
[,vlan-id[-vlan-id]] [native]

VLAN の指定されたサブインターフェイス上で、ト
ラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネーブル
にします。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

bridge-domain bridge-id [split-horizon [group
group-id]]

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

ステップ 7

mac static address mac-addr [auto-learn]
[disable-snooping]

スタティック MAC アドレスを設定します。

例：
Router(config-if-srv)# mac static address
0000.bbbb.cccc

ステップ 8

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config-if-srv)# exit

疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法
疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを手動で設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. l2 vfi name manual
4. vpn {vrf vrf-name | id vpn-id}
5. bridge-domain bridge-id vlan vlan-name
6. neighbor remote-router-id vc-id {encapsulation encapsulation-type | pw-class pw-name}
[no-split-horizon]
7. mac static address mac-addr [auto-learn] [disable-snooping]
8. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

l2 vfi name manual

レイヤ 2 VFI を作成し、レイヤ 2 VFI マニュアル コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# l2 vfi test-core manual

ステップ 4

ステップ 5

{vrf

|

id vpn-id}

例：

Virtual Private Dialup Network（VPDN）グループの
送信元および宛先 IP アドレスが、指定した Virtual
Private Network Routing and Forwarding（VRF）イ

Router(config-vfi)# vpn id 100

ンスタンスに属するように指定します。

bridge-domain bridge-id vlan vlan-name

ブリッジ ドメインに VLAN を設定します。

vpn

vrf-name

例：
Router(config-vfi)# bridge-domain 100
vlan vlan10

ステップ 6

neighbor remote-router-id vc-id {encapsulation
encapsulation-type | pw-class pw-name}
[no-split-horizon]

例：

Virtual Private LAN Service（VPLS; バーチャル プラ
イベート LAN サービス）のピアごとに、トンネル
シグナリングおよびカプセル化方式のタイプを指定
し、CLI を VFI ネイバー コンフィギュレーション
モードにします。

Router(config-vfi)# neighbor 209.165.202.129 5
pw-class TestClass

ステップ 7

mac static address mac-addr [auto-learn]
[disable-snooping]

スタティック MAC アドレスを設定します。

例：
Router(config-vfi-neighbor)# mac static address
0000.aaaa.bbbb

ステップ 8

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

exit

例：
Router(config-vfi-neighbor)# exit

設定されたスタティック MAC アドレスの表示方法
設定されたスタティック MAC アドレスを表示するには、次のタスクを実行します。これらのコマンド
の出力は、トラブルシューティングに役立ちます。これらの show コマンドは、任意の順序で実行でき
ます。

手順の概要

1. enable
2. show bridge-domain [[bridge-id] [c-mac] [mac {security [address | last violation | statistics] |
static address | table [mac-address | aging-time | count]}] | split-horizon [group {group-number |
all | none}] | stats]
3. show ethernet service instance [detail | id id interface type number [detail | mac {security
[address | last violation | statistics] | static address}] | platform | stats] | interface type number
[detail | platform | stats | summary] | mac security [address | last violation | statistics] | platform
| policy-map | stats | summary]
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サービス インスタンスまたは疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法

4. show vfi [checkpoint [summary] | mac static address | memory [detail] | name vfi-name
[checkpoint | mac static address] | neighbor ip-addr vcid vcid mac static address]
5. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show bridge-domain [[bridge-id] [c-mac] [mac
{security [address | last violation |
statistics] | static address | table
[mac-address | aging-time | count]}] |
split-horizon [group {group-number | all |
none}] | stats]

ブリッジ ドメインに関する情報を表示します。

例：
Router# show bridge-domain 100 mac static
address

ステップ 3

show ethernet service instance [detail | id id
interface type number [detail | mac {security
[address | last violation | statistics] |
static address}] | platform | stats] |
interface type number [detail | platform |
stats | summary] | mac security [address | last
violation | statistics] | platform | policy-map
| stats | summary]

イーサネット サービス インスタンスに関する情報を
表示します。

例：
Router# show ethernet service instance id 1
interface ethernet 0/0 mac static address

ステップ 4

show vfi [checkpoint [summary] | mac static
address | memory [detail] | name vfi-name
[checkpoint | mac static address] | neighbor
ip-addr vcid vcid mac static address]

VFI に関する情報を表示します。

例：
Router# show vfi name VFI2 mac static address

ステップ 5

exit

CLI をユーザ EXEC モードに戻します。

例：
Router# exit
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サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポートの設定例
次に、サービス インスタンスおよび疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する例を示します。

• 「サービス インスタンスにスタティック MAC アドレスを設定する方法」（P.4）
• 「疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法」（P.5）

サービス インスタンスへのスタティック MAC アドレスの設定：例
次に、サービス インスタンスにスタティック MAC アドレスを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface ethernet 1/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac static address 0000.bbbb.cccc
Router(config-if-srv)# exit
Router#

疑似ワイヤへのスタティック MAC アドレスの設定：例
次に、疑似ワイヤにスタティック MAC アドレスを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# l2 vfi test-core manual
Router(config-vfi)# vpn id 100
Router(config-vfi)# bridge-domain 100 vlan vlan10
Router(config-vfi)# neighbor 209.165.202.129 5 pw-class TestClass
Router(config-vfi-neighbor)# mac static address 0000.aaaa.bbbb
Router(config-vfi-neighbor)# exit
Router#

その他の参考資料
ここでは、サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポート機能
に関連する参考資料について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

キャリア イーサネットのコマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

コンフィギュレーション ガイド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide, Release 12.2SR』

Cisco IOS マスター コマンド リスト

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
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その他の参考資料

規格
規格

タイトル

なし

—

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

なし

—

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポートに関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Cisco IOS Carrier Ethernet

Features Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック MAC アドレスのサポートに関する機能情報

機能名

リリース

Static Mac for Open（インフラストラクチャ） 12.2(33)SRE

機能情報
サービス インスタンスおよび疑似ワイヤでのスタティック
MAC アドレスのサポート機能では、疑似ワイヤでのスタ
ティック MAC アドレスの設定がサポートされます。スタ
ティック MAC アドレスを、BNG のアップストリーム トラ
フィックで使用すると、MAC テーブルのリソースを節約
し、マルチキャスト グループの作成によるトラフィック フ
ラッディング制御を行いながら、トラフィックを転送でき
ます。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。mac
static address、neighbor、show bridge domain、show
ethernet service instance、show vfi

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号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、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、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
アドレスおよび電話番号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。

© 2009 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、
および EVC ポート チャネルでの MAC アドレ
ス制限の設定
サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限機
能では、サービス インスタンス単位のきめ細かさで、MAC アドレス ラーニング動作を制御および
フィルタリングできるようにすることで、サービス インスタンスによるポート セキュリティに対応し
ます。違反によってシャットダウンが必要になった場合、ポートを使用しているすべてのカスタマーで
はなく、対象のサービス インスタンスに対して割り当てられたカスタマーだけが影響を受けます。
EVC ポート チャネルでの MAC アドレス セキュリティ機能は、Multipoint Bridging over Ethernet
（MPBE）をサポートします。MAC アドレス制限は MAC セキュリティのタイプの 1 つであり、MAC
セキュリティ コンポーネントまたは要素とも呼ばれます。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「サービス インスタンス、ブリッジ ド
（P.43）を参照してく
メイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限に関する機能情報」
ださい。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限の設定
目次

目次
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限に関する前提条件」（P.2）
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限に関する制約事項」（P.2）
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限について」（P.2）
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限の設定方法」（P.11）
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限の設定例」（P.35）
• 「その他の参考資料」（P.41）
• 「サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制
限に関する機能情報」（P.43）

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限に関する前提条件
• サービス インスタンスとブリッジ ドメインを理解していること。
• MAC アドレス制限の概念と、MAC セキュリティのための使用方法を理解していること。
• ネットワークでのポート チャネルと EtherChannels の動作を理解していること。

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限に関する制約事項
サービス インスタンスとブリッジ ドメインに関する MAC アドレスの制限は、サービス インスタンス
に設定され、サービス インスタンスをブリッジ ドメインで設定した後でのみ許可されます。サービス
インスタンスがブリッジ ドメインから削除されると、その下のすべての MAC アドレス制限コマンド
も削除されます。ブリッジ ドメインがサービス インスタンスから削除されると、すべての MAC アド
レス制限コマンドも削除されます。

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限について
サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限機
能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「イーサネット仮想回線、サービス インスタンス、およびブリッジ ドメイン」（P.3）
• 「ポート チャネル上の EVC」（P.3）
• 「MAC セキュリティと MAC アドレッシング」（P.4）
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• 「MAC アドレス許可リスト」（P.4）
• 「MAC アドレス拒否リスト」（P.5）
• 「MAC アドレスの制限と学習」（P.5）
• 「違反応答の設定」（P.7）
• 「MAC アドレス エージングの設定」（P.8）
• 「スティッキ MAC アドレスの設定」（P.9）
• 「移行」（P.9）

イーサネット仮想回線、サービス インスタンス、およびブリッジ ドメイン
Metro Ethernet Forum によって定義されている Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）
は、ポート レベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイヤ 2 回線
です。これは、プロバイダーからカスタマーに提供されているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスの
エンドツーエンド表現です。EVC は、サービスを提供するためのさまざまなパラメータを実現したも
のです。サービス インスタンスは、あるポート上で EVC をインスタンス化したものです。
イーサネット ブリッジングのサポートは、EVC の一部としてルータに提供される重要なレベル 2 サー
ビスです。イーサネット ブリッジングにより、ブリッジ ドメインとサービス インスタンスを関連付け
ることが可能になります。
サービス インスタンスは、ポート チャネルに設定されます。サービス インスタンスの伝送するトラ
フィックは、メンバ リンク全体でロード バランシングされます。ポート チャネルのサービス インスタン
スはグループ化され、各グループが 1 つのメンバ リンクに関連付けられます。1 つのサービス インスタ
ンスに対する入力トラフィックが、バンドルのすべてのメンバに届く可能性があります。サービス イン
スタンスのすべての出トラフィックは、メンバ リンクの 1 つだけを使用します。ロード バランシングは、
サービス インスタンスをグループ化し、それをメンバ リンクに割り当てることで実現されます。

Metro Ethernet Forum 規格の詳細については、「規格」（P.41）を参照してください。

ポート チャネル上の EVC
EtherChannel は、個々のイーサネット リンクを 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。Ethernet Virtual Connection Services（EVCS; イーサネッ
ト仮想接続サービス）EtherChannel 機能は、サービス インスタンス上の EtherChannels をサポートし
ます。

（注）

EVC ポート チャネルでの MAC アドレス セキュリティ サービスは、イーサネット経由のブリッジ ド
メイン上でのみサポートされ、ローカル接続または xconnect サービス上ではサポートされません。
EVCS は、EVC およびサービス インスタンスの概念を使用します。
ロード バランシングは、いくつかの Ethernet Flow Point（EFP）がメンバ リンクを通じて排他的にト
ラフィックを通過させる EFP に基づいて行われます。
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MAC セキュリティと MAC アドレッシング
MAC セキュリティは、mac security コマンドを設定することにより、サービス インスタンスに対して
イネーブルにされます。各種の MAC セキュリティ要素は、現在 mac security コマンドが設定されて
いるかどうかに関係なく設定できますが、これらの設定は mac security コマンドが適用された場合に
のみ動作するようになります。
本書において「セキュアなサービス インスタンス」という用語は、MAC セキュリティが設定された
サービス インスタンスを表すために使用されます。MAC セキュリティが設定されたサービス インス
タンスの MAC アドレスは、「セキュアな MAC アドレス」と呼ばれます。セキュアな MAC アドレス
は、静的に（許可リストとして）設定することも、また動的に学習することもできます。

MAC アドレス許可リスト
許可リストは、サービス インスタンス上で許可される MAC アドレスのセットです。許可されたアド
レスは、サービス インスタンスの MAC アドレス テーブルに永続的に設定されます。
オペレータは、ブリッジ ドメインのメンバであるサービス インスタンス上で、1 つまたは複数の許可
された MAC アドレスを設定できます。許可された各アドレスに対して適格性テストが実行され、アド
レスがこれらのテストに合格した場合、次のように処理されます。

• サービス インスタンスで MAC セキュリティがイネーブルにされている場合には、ブリッジ ドメ
インの MAC アドレス テーブルにプログラムされます。
• サービス インスタンスで MAC セキュリティがイネーブルにされていない場合には、「MAC テー
ブル キャッシュ」と呼ばれるメモリ領域に格納されます。MAC セキュリティがイネーブルの場合
には、MAC テーブル キャッシュからのアドレスが、セキュアなアドレスとして MAC アドレス
テーブルに追加されます。
ユーザがサービス インスタンス上の許可リストに MAC アドレスを追加する場合、次のように適格性
テストが行われます。

1. そのアドレスがサービス インスタンス上ですでに拒否されたアドレスの場合、設定が拒否され、
該当するエラー メッセージが出力されます。

2. このアドレスを受け入れることにより、サービス インスタンス上のセキュアなアドレス数が、許
可される最大数を超えて増加する場合には、MAC アドレス テーブルから既存のアドレスを削除す
ることで空きを作ろうとします。削除の候補となるのは、サービス インスタンス上で動的に学習
されたアドレスに限られます。十分な空きを作成できない場合には、設定が拒否されます。このア
ドレスを受け入れることにより、ブリッジ ドメイン上のセキュアなアドレス数が、許可される最
大数を超えて増加する場合には、MAC アドレス テーブルから既存のアドレスを削除することで空
きを作ろうとします。削除の候補となるのは、サービス インスタンス上で動的に学習されたアド
レスに限られます。空きを作成できない場合には、設定が拒否されます。

3. 同じブリッジ ドメイン内の別のサービス インスタンス上でそのアドレスがすでに許可されている
場合には、次のアクションのいずれかが実行されます。

a. 競合するサービス インスタンスに MAC セキュリティが設定されている場合、設定は拒否さ
れ、該当するエラー メッセージが表示されます。

b. 競合するサービス インスタンスに MAC セキュリティが設定されていない場合、設定が受け入
れられ、メッセージは出力されません（オペレータが競合するサービス インスタンス上で
MAC セキュリティをイネーブルにしようとすると、その試みは失敗します）。
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MAC アドレス拒否リスト
拒否リストは、サービス インスタンス上で許可されない MAC アドレスのセットです。拒否された
MAC アドレスを学習する試みは失敗します。オペレータは、ブリッジ ドメインのメンバであるサービ
ス インスタンス上で、1 つまたは複数の拒否された MAC アドレスを設定できます。拒否リストに含ま
れるソース MAC アドレスを持つフレームが到着すると、違反応答がトリガーされます。
拒否するアドレスを設定する前に、次のテストが実行されます。

1. そのアドレスが特定のサービス インスタンス上で許可されたアドレスとして設定されている場合、
またはそのアドレスが学習され、サービス インスタンス上でスティッキ アドレスとして保存され
ている場合には、設定が拒否され、該当するエラー メッセージが出力されます。
その他のすべての場合には、拒否されたアドレスの設定が受け入れられます。一般的なものとしては、
次の場合があります。

• そのアドレスが同じブリッジ ドメイン内の別のサービス インスタンス上で許可されたアドレスと
して設定されているか、またはそのアドレスは学習されたものであり、別のサービス インスタン
ス上にスティッキ アドレスとして保存されている。

• そのアドレスは特定のサービス インスタンス上で動的に学習されたアドレスとしてブリッジ ドメ
インの MAC テーブル内に存在し、設定が受け入れられる前に MAC テーブルから削除された。

MAC アドレスの制限と学習
ブリッジ ドメイン サービス インスタンス上で許可される、セキュアな MAC アドレス数の上限を設定
できます。この制限には、許可リストの一部として追加されたアドレスと動的に学習された MAC アド
レスが含まれます。
未知の MAC アドレスを学習する前に、設定され運用されている一連の制約と比較チェックされます。
これらのチェックのいずれかが失敗すると、そのアドレスは学習されず、また設定された違反応答がト
リガーされます。

スタティックおよびダイナミック MAC アドレス
スタティック MAC アドレスは、mac security permit コマンドによって、サービス インスタンス上で
許可されたものとして指定されます。ダイナミック MAC アドレスは、MAC テーブル内には存在しな
いものの、MAC アドレス テーブルへの挿入と学習を許可されたものとしてサービス インスタンスが
検出するソース MAC アドレスです。

ダイナミック MAC アドレスの学習
ブリッジング データ パスで、セキュアな入力サービス インスタンスの MAC アドレス テーブルにソース ア
ドレスが存在しない入力フレームが検出された場合に、ダイナミック MAC アドレスの学習が行われます。

MAC セキュリティ コンポーネントが、MAC テーブルへの新しいソース アドレスの追加に関する許可
と拒否を管理します。次の制約が適用されます。

1. この MAC アドレスを学習するかどうかを検討する際に、セキュアな MAC アドレス数が、個々の
サービス インスタンス上およびブリッジ ドメイン全体で学習を許可された最大数を超えないか、
確認するためのチェックが行われます。

2. 別のサービス インスタンス上の MAC アドレスが、同じブリッジ ドメイン内のセキュアなサービ
ス インスタンス上で以前学習されたものかどうかを判断するためのチェックが行われます。

3. 新しいダイナミック MAC アドレスが拒否リストにないか確認するチェックが実行されます。
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サービス インスタンス上での MAC アドレスの制限
ユーザは、サービス インスタンスに関連付けられた MAC テーブル内に存在する MAC アドレスの最大
数を設定できます。この数には、静的に設定されたアドレスと、動的に学習された（スティッキを含
む）アドレスが含まれます。

MAC セキュリティがイネーブルにされ、かつ MAC アドレスの最大数が設定されていないサービス イ
ンスタンス上では、許可されるアドレス数は 1 となります。これは、サービス インスタンスに関連付
けられた許可リストが存在する場合、その許可リストは 1 つのアドレスだけを持つことができ、アドレ
スは動的に学習されないことを意味しています。サービス インスタンスに関連付けられた許可リスト
が存在しない場合には、1 つの MAC アドレスを動的に学習できます。

ブリッジ ドメインの MAC アドレスの制限
ブリッジ ドメインの MAC アドレス テーブル内に格納可能な MAC アドレス数に上限を設定できます。
これは、サービス インスタンス上のセキュアな MAC アドレスの上限とは独立して設定できます。こ
のブリッジ ドメイン MAC アドレス制限に違反すると、MAC アドレス学習の試みが失敗し、フレーム
が廃棄されます。
ブリッジ ドメイン MAC アドレス制限が設定されていない場合、デフォルトでは、ブリッジ ドメイン
で許される MAC アドレスの最大数は、そのプラットフォームでサポート可能な最大数となります。

ブリッジ ドメインとサービス インスタンスとの間の MAC アドレス制限の関係
MAC セキュリティ コマンドでは、ブリッジ ドメインとサービス インスタンスの MAC テーブル エン
トリの最大数を同時に指定できます。しかし、サービス インスタンスに対して設定できる数には制約
がありません。
表 1 に初期設定の例を示します。ブリッジ ドメインで 3 つのサービス インスタンスが設定されていま
す。
表 1

ブリッジ ドメインとサービス インスタンスの MAC アドレス制限

ブリッジ ドメイン / サービス インスタンス番号
ブリッジ ドメイン 1000

MAC アドレス制限
20

サービス インスタンス 1001

5

サービス インスタンス 1002

10

サービス インスタンス 1003

未設定

サービス インスタンス 1003 に対して MAC セキュリティを設定する場合、最大数に任意の値を設定で
きます。次に例を示します。
service instance 1003 ethernet
bridge-domain 1
mac security
mac security maximum addresses 35

3 つのサービス インスタンスの総 MAC アドレス制限（5 + 10 + 35）がブリッジ ドメインに対して設
定された数（20）を上回る場合であっても、MAC アドレス制限として 35 が許可されます。実際の動
作中は、ブリッジ ドメイン制限として 20 が有効であることに注意してください。動的なセキュア アド
レス数は、適用可能な最小数を超えることはできません。したがって、サービス インスタンス 1003 が
35 個のアドレスを学習することはできません。
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MAC の移動と MAC のロック
ある MAC アドレスが、MAC セキュリティが設定されているサービス インスタンス（たとえば、サー
ビス インスタンス 1）のアドレス テーブルに存在する場合、同じブリッジ ドメイン内の別のサービス
インスタンス（たとえば、サービス インスタンス 2）上で同じ MAC アドレスを学習することはできま
せん。
サービス インスタンス 2 が同じ MAC アドレスを学習しようとすると、サービス インスタンス 2 に対
して設定された違反応答がトリガーされます。サービス インスタンス 2 に対して MAC セキュリティ
が設定されていない場合で、違反応答が設定されていない場合には、サービス インスタンス 2 に対し
て「シャットダウン」応答シーケンスがトリガーされます。
サービス インスタンス 1 で MAC セキュリティがイネーブルにされていない場合には、違反はトリ
ガーされません。サービス インスタンス 2 は MAC アドレスを学習し、それをサービス インスタンス
1 から移動します。

Cisco 7600 シリーズ ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの移動は可能ですが、
セキュアなサービス インスタンスと非セキュアなサービス インスタンスとの間の移動は検出できませ
ん。
たとえば、Cisco 7600 シリーズ ルータのハードウェア制限のため、サービス インスタンス 2 に MAC
セキュリティを設定しない場合、セキュアなサービス インスタンス 1 からサービス インスタンス 2 へ
の MAC の移動が受け入れられます。したがって、同じブリッジ ドメイン内のすべてのサービス イン
スタンスを、セキュアなサービス インスタンスとして設定することを推奨します。

違反応答の設定
違反応答は、MAC セキュリティ違反に対する応答、またはアドレス違反により MAC アドレスの動的
な学習が失敗したことへの応答です。MAC セキュリティ違反には、2 つのタイプがあります。
タイプ 1 違反：拒否リストのため、またはセキュアなアドレスの最大数を超える可能性があるため、入
力フレームのアドレスを動的に学習できません（「MAC アドレスの制限と学習」（P.5）を参照）。
タイプ 2 違反：別のセキュアなサービス インスタンスにすでに「存在する」ため、入力フレームのア
ドレスを動的に学習できません（「MAC の移動と MAC のロック」（P.7）を参照）。
違反に対する応答としては、3 つのアクションのセットがあります。

1. シャットダウン
• 入力フレームがドロップされます。
• 問題のあるフレームが到着したサービス インスタンスがシャットダウンされます。
• 違反数が増分され、違反したアドレスが記録されて、あとから CLI で表示できます。
• イベントと応答が SYSLOG に記録されます。
2. 制約
• 入力フレームがドロップされます。
• 違反数が増分され、違反したアドレスが記録されて、表示できます。
• イベントと応答が SYSLOG に記録されます。
3. 保護
• 入力フレームがドロップされます。
違反応答が設定されていない場合のデフォルトの応答モードは、シャットダウンです。違反応答は、保
護モードまたは制約モードに設定できます。違反応答の形式が「ない」場合、違反応答はデフォルト
モードのシャットダウンに設定されます。
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サービス インスタンス上のタイプ 1 とタイプ 2 の違反に対して、適切な応答を設定できます。ブリッ
ジ ドメイン上のタイプ 1 違反（学習の試行がサービス インスタンス上で設定されたポリシーに適合し
ているものの、ブリッジ ドメイン上で設定されたポリシーに違反している）については、応答は常に
「保護」になります。これは、設定できません。
シャットダウン モードでは、サービス インスタンスはただちにエラー ディセーブル状態にされ、
SNMP トラップ通知が送信されて、さらに次のようにコンソールおよび SYSLOG にメッセージが送信
されます。
%ETHER_SERVICE-6-ERR_DISABLED:
Mac security violation - shutdown service instance 100 on interface gig 0/0/0

サービス インスタンスのエラー ディセーブル状態を解除するには、errdisable recovery cause
mac-security コマンドを使用して自動回復タイマーを設定するか、または EXEC コマンド clear
ethernet service instance id id interface type number errdisable を使用して再度イネーブルにします。
制約モードでは、違反レポートが LOG_WARNING レベルで SYSLOG に送信されます。
各タイプの違反応答のサポートは、プラットフォームの機能によって異なります。サービス インスタ
ンスに対して、所定の違反応答を設定できます。設定された違反応答は、mac security コマンドを使
用して MAC セキュリティがイネーブルにされるまで、有効になりません。

MAC アドレス エージングの設定
サービス インスタンスとブリッジ ドメインの両方で動的に学習または静的に設定されたセキュアな

MAC アドレスを期限切れにするように、特定のタイム スケジューラを設定できます。これにより、
MAC アドレス テーブルから未使用のアドレスが解放され、他のアクティブなサブスクライバが使用で
きるようになります。
セキュアな MAC アドレスを期限切れにするために適用されるルールのセットは、セキュア エージン
グと呼ばれます。デフォルトでは、セキュアなサービス インスタンスの MAC アドレス テーブル内の
エントリが期限切れになることはありません。これには、許可されたアドレスと動的に学習されたアド
レスが含まれます。

mac security aging time aging-time コマンドは、MAC アドレス テーブル内のアドレスのエージング
タイムを <n> 分に設定します。デフォルトでは、このコマンドは、動的に学習されたアドレス（ス
ティッキは含まない）だけに作用します。許可されたアドレスおよびスティッキ アドレスは、このコ
マンドを適用しても影響を受けません。
デフォルトでは、mac security aging time aging-time コマンドを通じて設定されたエージング タイム
<n> は、絶対時間です。つまり、MAC アドレスの経過時間は、サービス インスタンスで最初に検出さ
れた時点から測定されます。この解釈は、mac security aging time aging-time inactivity コマンドを使
用して変更できます。この場合、経過時間 <n> は、サービス インスタンスでこの MAC アドレスが最
後に検出された時点から測定されます。

mac security aging static コマンドと mac security aging sticky コマンドは、mac security aging time
aging-time コマンドが、許可された MAC アドレスとスティッキ MAC アドレスにそれぞれ適用される
必要があることを指定します。許可された MAC アドレスの場合、絶対エージング タイムは、そのア
ドレスが MAC アドレス テーブルに格納されたとき（たとえば、設定されたときと、mac security コ
マンドが入力されたときの遅い方）から測定します。

mac security aging time aging-time コマンドが設定されていない場合、mac security aging static コ
マンドは影響を与えません。
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スティッキ MAC アドレスの設定
インターフェイスの移行またはデバイスのリロードの後であっても、セキュアなサービス インスタン
スで動的に学習した MAC アドレスを固定する機能をセットアップおよび設定できます。動的に学習さ
れた MAC アドレスのうち、セキュアなサービス インスタンス上で固定されたものを「スティッキ
MAC アドレス」と呼びます。mac security sticky コマンドは、サービス インスタンス上でスティッキ
MAC アドレッシング機能をイネーブルにするのに使用されます。
サービス インスタンス上でイネーブルにされた「スティッキ」機能を使用すると、サービス インスタ
ンス上で動的に学習された MAC アドレスが、サービス インスタンス ラインの移行やデバイスのリ
ロードが行われても永続的に維持されます。
スティッキ機能は、静的に設定された MAC アドレスには影響を与えません。スティッキ アドレスは、
実行コンフィギュレーションに保存されます。デバイスをリロードする前に、ユーザが実行コンフィ
ギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存する必要があります。これを実行す
ることにより、デバイスがオンになると、以前動的に学習されたすべての MAC アドレスがすぐに
MAC アドレス テーブルに格納されます。

mac security sticky address mac-address コマンドを使用して、特定の MAC アドレスをスティッキ
MAC アドレスとして設定できます。MAC アドレスをスタティック アドレスとして設定するのと同じ
ことなので、ユーザがこのコマンドを使用するのは推奨できません。スティッキ MAC アドレッシング
が mac security sticky コマンドでイネーブルにされている場合、動的に学習したアドレスはスティッ
キとしてマークされ、mac security sticky address mac-address コマンドが自動的に生成されて、サー
ビス インスタンス上の学習された各 MAC アドレスに対する実行コンフィギュレーションに保存され
ます。

スティッキ アドレスのエージング
スティッキ動作がイネーブルにされているサービス インスタンス上で学習された MAC アドレスは、
mac security aging time コマンドと mac security aging sticky コマンドによって設定されたエージン
グの対象になります。言い換えると、エージング機能の目的では、スティッキ アドレスは、動的に学
習されたアドレスと同様に取り扱われます。

移行
ここでは、たとえば設定の変更やリンクの状態遷移など、各種トリガーが発生した場合の各 MAC セ
キュリティ要素の予期される動作について説明します。

サービス インスタンスでイネーブルにされた MAC セキュリティ
サービス インスタンスで MAC セキュリティがイネーブルにされると、そのサービス インスタンスに
関するすべての既存 MAC テーブル エントリが消去されます。次に、ブリッジ ドメインで有効な MAC
アドレス制限の制約に従って、許可された MAC アドレス エントリおよびスティッキ アドレスが MAC
テーブルに追加されます。

MAC アドレス制限を超えた場合、追加に失敗したすべての MAC アドレスがコンソールへのエラー
メッセージで報告され、サービス インスタンスで MAC セキュリティをイネーブルにする試みが失敗
し、さらにすでに追加されている許可されたエントリが取り消しまたは削除されます。
すべてのエントリのエージング タイマーが、セキュア エージング ルールに従って更新されます。
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サービス インスタンスでディセーブルにされた MAC セキュリティ
このサービス インスタンスの既存の MAC アドレス テーブル エントリが消去されます。

新しいブリッジ ドメインに移動されるサービス インスタンス
この移行は、MAC セキュリティが設定されているかどうかに関係なく、すべてのサービス インスタン
スに適用されます。古いブリッジ ドメインの MAC アドレス テーブル内にある、このサービス インス
タンス上のすべての MAC アドレスが削除されます。古いブリッジ ドメイン内の動的に学習されたア
ドレス数が減算されます。次に、すべての MAC セキュリティ コマンドが、サービス インスタンスか
ら永続的に除去されます。

ブリッジ ドメインから削除されるサービス インスタンス
このサービス インスタンスに起因する MAC アドレス テーブル内のすべての MAC アドレスが削除さ
れ、ブリッジ ドメイン内で動的に学習されたアドレス数が減算されます。MAC セキュリティは、ブ
リッジ ドメインのメンバであるサービス インスタンスに対してのみ適用されるため、ブリッジ ドメイ
ンからサービス インスタンスを削除すると、すべての MAC セキュリティ コマンドが永続的に除去さ
れます。

違反によるサービス インスタンスのシャットダウン
MAC アドレス テーブル内の動的に学習されたすべての MAC アドレスが削除されますが、その他のす
べての MAC セキュリティ状態値は変化せずに残ります。唯一の変化はトラフィックが転送されなかっ
たことであり、したがって学習は実行できません。

インターフェイス / サービス インスタンスのダウン / ラインカード OIR の削除
影響を受けるブリッジ ドメインのすべての MAC テーブルから、ダウンしたサービス インスタンスに
起因するすべてのエントリがクリアされます。

インターフェイス / サービス インスタンスの再アクティブ化 / ラインカード OIR の挿入
影響を受けるブリッジ ドメインの MAC テーブル内のスタティック アドレスおよびスティッキ アドレ
スのエントリが、アクティブ化されるサービス インスタンスに対して再作成されます。

MAC アドレス制限の削減
サービス インスタンスに対する MAC アドレス制限の値が初期的に変更された場合、新しい値 <n> が
許可されたエントリ数以上であることを確認するための正常性チェックが行われます。それ以外の場合
には、コマンドが拒否されます。MAC テーブルでこのサービス インスタンスに起因するアドレスがス
キャンされ、新しい MAC アドレス制限が古い MAC アドレス制限より小さい場合には、動的に学習さ
れた MAC アドレスが削除されます。
ブリッジ ドメインに対する値 <n> が初期的に変更される場合、新しい値 <n> がブリッジ ドメイン上の
セキュアなすべてのサービス インスタンスの許可されたエントリ数の合計以上であることを確認する
ために、正常性チェックが行われます。正常性テストが失敗すると、コマンドが拒否されます。ブリッ
ジ ドメイン MAC アドレス テーブルで（サービス インスタンスに関係なく）、動的に学習された（ま
たは、スティッキ）アドレスがスキャンされます。新しい MAC アドレス制限が古い MAC アドレス制
限よりも少ない場合、動的に学習されたすべてのアドレスが削除されます。
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サービス インスタンスに追加または除去されるスティッキ アドレス
動的に学習された既存の MAC アドレスは変化しません。学習されたすべての新しいアドレスは、「ス
ティッキ」アドレスとなります。
スティッキ アドレスをディセーブルにすると、サービス インスタンス上のすべてのセキュアなス
ティッキ MAC アドレスが、MAC アドレス テーブルから除去されます。学習されたすべての新しいア
ドレスは、サービス インスタンス上のダイナミック アドレスとなり、エージング対象になります。

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限の設定方法
ここでは、次の設定手順について説明します。

• 「サービス インスタンス上での MAC セキュリティのイネーブル化」（P.12）
• 「EVC ポートチャネル上での MAC セキュリティのイネーブル化」（P.13）
• 「MAC アドレス許可リストの設定」（P.15）
• 「MAC アドレス拒否リストの設定」（P.17）
• 「ブリッジ ドメイン上での MAC アドレス制限の設定」（P.19）
• 「サービス インスタンス上での MAC アドレス制限の設定」（P.20）
• 「MAC アドレス違反の設定」（P.21）
• 「MAC アドレス エージングの設定」（P.23）
• 「スティッキ MAC アドレスの設定」（P.24）
• 「特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスの表示」（P.26）
• 「MAC セキュリティがイネーブルにされたサービス インスタンスの表示」（P.27）
• 「特定のブリッジ ドメイン上で MAC セキュリティがイネーブルにされたサービス インスタンスの
表示」（P.27）
• 「すべてのセキュアなサービス インスタンスの MAC アドレスの表示」（P.28）
• 「特定のサービス インスタンスの MAC アドレスの表示」（P.28）
• 「特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC アドレスの表示」（P.29）
• 「特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報の表示」（P.30）
• 「特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報の表
示」（P.30）
• 「特定ブリッジ ドメイン上の各サービス インスタンスの最後の違反レコードの表示」（P.31）
• 「サービス インスタンス上で動的に学習されたすべての MAC アドレスのクリア」（P.32）
• 「ブリッジ ドメイン上で動的に学習されたすべての MAC アドレスのクリア」（P.32）
• 「特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態の解除」（P.33）
• 「特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態の解除」（P.34）
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サービス インスタンス上での MAC セキュリティのイネーブル化
サービス インスタンス上で MAC アドレス セキュリティをイネーブルにするには、次のタスクを実行
します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security
8. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

設定するインターフェイスのタイプと位置を指定し
ます。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0/0

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

インターフェイス上でサービス インスタンスを作成
し、CLI をサービス インスタンス コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

12

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限の設定
サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限の設定方法

ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 8

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

EVC ポートチャネル上での MAC セキュリティのイネーブル化
EVC ポート チャネルで MAC セキュリティをイネーブルにするには、次のタスクを実行します。
制約事項

• ポート チャネルのすべてのメンバ リンクは、Cisco 7600-ES+ ラインカード上にあります。
• ブリッジ ドメイン、xconnect、EVC 接続、スイッチポート、および IP サブインターフェイスは、
ポート チャネル インターフェイスおよびメイン インターフェイスを通じて許可されます。

• チャネル グループの一部として物理ポートを設定する場合には、その物理ポートで EVC を設定で
きます。

• EVC ポート チャネルに含まれる物理ポートには、スイッチポートを設定できません。
• Link Aggregation Control Protocol（LACP; リンク集約コントロール プロトコル）でのポート
チャネル メンバシップの設定はサポートされていません。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel channel-group
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security
8. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel channel-group

例：
Router(config)# interface port-channel 2

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

ポート チャネル グループ番号を指定し、CLI をイン
ターフェイス コンフィギュレーション モードにしま
す。

• 可能な値は、1 ～ 64 の整数です。
インターフェイス上でサービス インスタンスを作成
し、CLI をサービス インスタンス コンフィギュレー
ション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 8

end

例：
Router(config-if-srv)# end
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MAC アドレス許可リストの設定
ブリッジ ドメインのメンバとなっているサービス インスタンスに、許可される MAC アドレスを設定
するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security address permit mac-address
8. mac security address permit mac-address
9. mac security address permit mac-address
10. mac security address permit mac-address
11. mac security address permit mac-address
12. mac security
13. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、CLI をサービス インス
タンス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

encapsulation dot1q vlan-id

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security address permit mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの許可 MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
permit a2aa.aaaa.aaaa

ステップ 8

mac security address permit mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの許可される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
permit a2aa.aaaa.aaab

ステップ 9

mac security address permit mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの許可される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
permit a2aa.aaaa.aaac

ステップ 10

mac security address permit mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの許可される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
permit a2aa.aaaa.aaad

ステップ 11

mac security address permit mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの許可される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
permit a2aa.aaaa.aaae

ステップ 12

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 13

end

例：
Router(config-if-srv)# end
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MAC アドレス拒否リストの設定
ブリッジ ドメインのメンバとなっているサービス インスタンスで、許可されない MAC アドレスのリ
ストを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security address deny mac-address
8. mac security address deny mac-address
9. mac security address deny mac-address
10. mac security address deny mac-address
11. mac security address deny mac-address
12. mac security
13. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、サービス インスタンス
コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security address deny mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの拒否される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
deny a2aa.aaaa.aaaa

ステップ 8

mac security address deny mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの拒否される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
deny a2aa.aaaa.aaab

ステップ 9

mac security address deny mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの拒否される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
deny a2aa.aaaa.aaac

ステップ 10

mac security address deny mac-address

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
deny a2aa.aaaa.aaad
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

mac security permit | deny mac-address

指定された MAC アドレスを、サービス インスタン
スの拒否される MAC アドレスとして追加します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security address
deny a2aa.aaaa.aaae

ステップ 12

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 13

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

ブリッジ ドメイン上での MAC アドレス制限の設定
ブリッジ ドメイン内に存在するセキュアな MAC アドレス数の上限を設定するには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. bridge-domain bridge-id
4. mac limit maximum addresses maximum-addresses
5. end

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

bridge-domain bridge-id

例：

ブリッジ ドメイン上でコンポーネントを設定し、
CLI をサービス インスタンス コンフィギュレーショ
ン モードにします。

Router(config)# bridge-domain 100
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

mac limit maximum addresses maximum-addresses

MAC 制限の最大アドレス数を設定します。

例：
Router(config-bdomain)# mac limit maximum
addresses 200

ステップ 5

end

ブリッジ ドメインのコンフィギュレーション モード
を終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-bdomain)# end

サービス インスタンス上での MAC アドレス制限の設定
サービス インスタンス上で許可されるセキュアな MAC アドレス数の上限を設定するには、次のタス
クを実行します。この数には、許可リストの一部として追加されたアドレスと動的に学習された MAC
アドレスが含まれます。上限を減らすと、学習されたすべての MAC エントリが削除されます。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security maximum addresses maximum-addresses
8. mac security
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service instance id ethernet

インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、サービス インスタンス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security maximum addresses
maximum-addresses

サービス インスタンス上で許可されるセキュアなア
ドレスの最大数を設定します。

例：
Router(config-if-srv)# mac security maximum
addresses 500

ステップ 8

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 9

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

MAC アドレス違反の設定
サービス インスタンス上に設定された MAC セキュリティ ポリシーに違反したため、動的に MAC ア
ドレスを学習する試みが失敗した場合に、デバイスの予期される動作を指定するには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security violation restrict
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または

mac security violation protect
8. mac security
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、CLI をサービス インス
タンス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

ステップ 7

または

違反モード（タイプ 1 と 2 の違反）を restrict に設定
します。

mac security violation protect

または

例：

違反モード（タイプ 1 と 2 の違反）を protect に設定
します。

mac security violation restrict

Router(config-if-srv)# mac security violation
restrict

例：
Router(config-if-srv)# mac security violation
protect
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 9

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

MAC アドレス エージングの設定
MAC セキュリティ下で、セキュアな MAC アドレスのエージングを設定するには、次のタスクを実行
します。セキュアな MAC アドレスは、通常の MAC テーブル エントリのエージング対象になりませ
ん。エージングを設定しなかった場合、セキュアな MAC アドレスは期限切れになりません。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security aging time aging-time [inactivity]
8. mac security
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

service instance id ethernet

インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、サービス インスタンス
コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security aging time aging-time [inactivity]

ステップ 8

mac security

セキュアなアドレスのエージング タイムを、分単位
で設定します。オプションの inactivity キーワードを
指定すると、送信側ホストの非アクティブ状態に基
例：
づいて、アドレスのエージング アウトが行われます
Router(config-if-srv)# mac security aging time
200 inactivity
（絶対エージングとは異なります）。
サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 9

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

スティッキ MAC アドレスの設定
セキュアなサービス インスタンス上でスティッキ MAC アドレスが設定されている場合、そのサービ
ス インスタンスで動的に学習された MAC アドレスは、リンクダウン状態でも維持されます。サービ
ス インスタンス上でスティッキ MAC アドレスを設定するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security sticky
8. mac security
9. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/subslot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、CLI をサービス インス
タンス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

bridge-domain bridge-id

例：

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security sticky

サービス インスタンス上で、スティッキ動作をイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security sticky

ステップ 8

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 9

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end
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特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスの表示
サービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスを表示するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. show ethernet service instance id id interface type number mac security
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet service instance id id
interface type number mac security

例：
Router# show ethernet service instance id 100
interface GigabitEthernet 1/1 mac security
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MAC セキュリティがイネーブルにされたサービス インスタンスの表示
MAC セキュリティがイネーブルにされたすべてのサービス インスタンスを表示するには、次のタスク
を実行します。
手順の概要

1. enable
2. show ethernet service instance mac security
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet service instance mac security

MAC セキュリティがイネーブルにされたすべての
サービス インスタンスを表示します。

例：
Router# show ethernet service instance mac
security

特定のブリッジ ドメイン上で MAC セキュリティがイネーブルにされた
サービス インスタンスの表示
特定のブリッジ ドメイン上で MAC セキュリティがイネーブルにされたサービス インスタンスを表示
するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. show bridge-domain id mac security
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show bridge-domain id mac security

例：

特定のブリッジ ドメイン上で MAC セキュリティが
イネーブルにされたサービス インスタンスを表示し
ます。

Router# show bridge-domain 100 mac security
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すべてのセキュアなサービス インスタンスの MAC アドレスの表示
すべてのセキュアなサービス インスタンス上のすべての MAC アドレスを表示するには、次のタスク
を実行します。

制約事項
Cisco 7600 シリーズ ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タ
イム情報は、スイッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情
報を表示するには、remote command switch コマンドと show ethernet service instance mac security
address コマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. show ethernet service instance mac security address
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet service instance mac security
address

すべてのサービス インスタンス上のセキュアなアド
レスを表示します。

例：
Router# show ethernet service instance mac
security address

特定のサービス インスタンスの MAC アドレスの表示
特定のサービス インスタンスのすべての MAC アドレスを表示するには、次のタスクを実行します。

制約事項
Cisco 7600 ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タイム情報
は、スイッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情報を表示
するには、remote command switch コマンドと show ethernet service instance id id interface type
number mac security address コマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. show ethernet service instance id id interface type number mac security address
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet service instance id id
interface type number mac security address

特定のサービス インスタンスのアドレスを表示しま
す。

例：
Router# show ethernet service instance id 200
interface GigabitEthernet 1/0 mac security
address

特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC アド
レスの表示
特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC アドレスを表示するには、次の
タスクを実行します。

制約事項
Cisco 7600 シリーズ ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タ
イム情報は、スイッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情
報を表示するには、remote command switch コマンドと show bridge-domain id mac security
address コマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. show bridge-domain id mac security address
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show bridge-domain id mac security address

特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス イン
スタンスのセキュアなアドレスを表示します。

例：
Router# show bridge-domain 100 mac security
address
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特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報の表示
ここでは、特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報を表示する方法について説明
します。

手順の概要

1. enable
2. show ethernet service instance id id interface type number mac security statistics
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet service instance id id interface
type number mac security statistics

特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ
統計情報を表示します。

例：
Router# show ethernet service instance id 100
interface GigabitEthernet 1/1 mac security
statistics

特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC セ
キュリティ統計情報の表示
特定のブリッジ ドメイン上のすべてのサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報を表示す
るには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. show bridge-domain bridge-id mac security statistics
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show bridge-domain bridge-id mac security
statistics

例：
Router# show bridge-domain 100 mac security
statistics
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特定ブリッジ ドメイン上の各サービス インスタンスの最後の違反レコード
の表示
特定ブリッジ ドメイン上の各サービス インスタンスで最後に記録された違反を表示するには、次のタ
スクを実行します。違反がないサービス インスタンスは、出力から除外されます。

手順の概要

1. enable
2. show bridge-domain bridge-id mac security last violation
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show bridge-domain bridge-id mac security
last violation

ブリッジ ドメインに属する各サービス インスタンス
に記録された最後の違反に関する情報を表示します。

例：
Router# show bridge-domain 100 mac security
last violation
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サービス インスタンス上で動的に学習されたすべての MAC アドレスのク
リア
サービス インスタンス上で動的に学習されたすべての MAC アドレスをクリアするには、次のタスク
を実行します。

手順の概要

1. enable
2. clear ethernet service instance id id interface type number mac table
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

clear ethernet service instance id id
interface type number mac table

指定されたサービス インスタンス上で動的に学習さ
れたすべての MAC アドレスをクリアします。

例：
Router# clear ethernet service instance id 100
interface GigaBitEthernet 1/1 mac table

ブリッジ ドメイン上で動的に学習されたすべての MAC アドレスのクリア
ブリッジ ドメイン上で動的に学習されたすべての MAC アドレスをクリアするには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. clear bridge-domain bridge-id mac table
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

clear bridge-domain bridge-id mac table

例：
Router# clear bridge-domain 100 mac table
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特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態の解除
特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態を解除するには、次のタスクを実行します。

（注）

clear ethernet service instance id id interface type number errdisable コマンドを使用して、サービス
インスタンスのエラー ディセーブル状態を解除することもできます。
「特定のサービス インスタンスの
エラー ディセーブル状態の解除」（P.34）を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. config terminal
3. interface type number
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id
7. mac security
8. errdisable recovery cause mac-security interval
9. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 2/0/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、CLI をサービス インス
タンス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
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ステップ 6

コマンドまたはアクション

目的

bridge-domain bridge-id

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。ここで、bridge-id は、ブ
リッジ ドメイン インスタンスの ID です。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 7

mac security

サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイ
ネーブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 8

errdisable recovery cause mac-security
interval

特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル
状態を解除し、回復間隔を指定します。

例：
Router(config-if-srv)# errdisable recovery
cause mac-security 50

ステップ 9

end

サービス インスタンスのコンフィギュレーション
モードを終了し、CLI を特権 EXEC モードにします。

例：
Router(config-if-srv)# end

特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態の解除
特定のサービス インスタンスのエラー ディセーブル状態を解除するには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. clear ethernet service instance id id interface type number errdisable
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

clear ethernet service instance id id
interface type number errdisable

例：
Router# clear ethernet service instance id 100
interface FastEthernet 1/1 errdisable
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サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限の設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「サービス インスタンス上での MAC セキュリティのイネーブル化：例」（P.35）
• 「MAC アドレス許可リストの設定：例」（P.36）
• 「MAC アドレス拒否リストの設定：例」（P.36）
• 「ブリッジ ドメイン上での MAC アドレス制限の設定：例」（P.36）
• 「サービス インスタンス上での MAC アドレス制限の設定：例」（P.37）
• 「MAC アドレス違反応答の設定：例」（P.37）
• 「MAC アドレス エージングの設定：例」（P.37）
• 「スティッキ MAC アドレスの設定：例」（P.37）
• 「特定のセキュアなサービス インスタンス上の MAC アドレスの表示：例」（P.38）
• 「特定のサービス インスタンス上の最後の違反の表示：例」（P.38）
• 「特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスの表示：例」（P.38）
• 「すべてのセキュアなサービス インスタンスの MAC アドレスの表示：例」（P.39）
• 「すべてのサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報の表示：例」（P.39）
• 「ブリッジ ドメインのすべてのサービス インスタンス上の MAC アドレスの表示：例」（P.40）
• 「特定のブリッジ ドメインのセキュアなサービス インスタンスの表示：例」（P.40）

サービス インスタンス上での MAC セキュリティのイネーブル化：例
次に、サービス インスタンス上で MAC セキュリティをイネーブルにする方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

EVC ポート チャネル上での MAC セキュリティのイネーブル化：例
次に、EVC ポート チャネル上で MAC セキュリティを表示する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface port-channel 2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end
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MAC アドレス許可リストの設定：例
次に、MAC アドレス許可リストを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security address permit
Router(config-if-srv)# mac security address permit
Router(config-if-srv)# mac security address permit
Router(config-if-srv)# mac security address permit
Router(config-if-srv)# mac security address permit
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

a2aa.aaaa.aaaa
a2aa.aaaa.aaab
a2aa.aaaa.aaac
a2aa.aaaa.aaad
a2aa.aaaa.aaae

MAC アドレス拒否リストの設定：例
次に、MAC アドレス拒否リストを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security address deny
Router(config-if-srv)# mac security address deny
Router(config-if-srv)# mac security address deny
Router(config-if-srv)# mac security address deny
Router(config-if-srv)# mac security address deny
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

a2aa.aaaa.aaaa
a2aa.aaaa.aaab
a2aa.aaaa.aaac
a2aa.aaaa.aaad
a2aa.aaaa.aaae

ブリッジ ドメイン上での MAC アドレス制限の設定：例
次に、ブリッジ ドメイン上で MAC アドレス制限を設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# bridge-domain 100
Router(config-bdomain)# mac limit maximum addresses 1000
Router(config-bdomain)# end
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サービス インスタンス上での MAC アドレス制限の設定：例
次に、サービス インスタンス上で MAC アドレス制限を設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security maximum addresses 10
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

MAC アドレス違反応答の設定：例
次に、MAC アドレス違反応答を設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security address permit a2aa.aaaa.aaaa
Router(config-if-srv)# mac security violation protect
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

MAC アドレス エージングの設定：例
次に、MAC アドレス エージングを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 4/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security aging time 10
Router(config-if-srv)# mac security
Router(config-if-srv)# end

スティッキ MAC アドレスの設定：例
次に、スティッキ MAC アドレスを設定する方法の例を示します。
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 3/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 100
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security sticky
Router(config-if-srv)# mac security
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特定のセキュアなサービス インスタンス上の MAC アドレスの表示：例
次に、特定のセキュアなサービス インスタンス上の MAC アドレスを表示する方法の例を示します。
Router# show ethernet service instance id 1879665131 interface gigabitethernet 0/2 mac
security address
MAC Address
0001.0001.0001
0001.0001.0002
0001.0001.aaaa
0001.0001.aaab

Type
static
static
dynamic
dynamic

Rem. Age(min)
100
100
100
100

表 2 に、出力内にある重要なフィールドを示します。
表 2

特定のサービス インスタンス上の MAC アドレス：フィールドの説明

フィールド

説明

MAC Address

サービス インスタンスの MAC アドレスが表示されます。

Type

静的に設定されたか（static）、動的に学習されたか（dynamic）を宣言する
ことにより、MAC アドレスのタイプを示します。

Rem.Age(min)

そのアドレスの残りの経過時間が分単位で表示されます。
ハイフン（-）は、エージングがイネーブルでないことを意味します。

（注）

Cisco 7600 シリーズ ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タ
イム情報は、スイッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情
報を表示するには、remote command switch コマンドと show ethernet service instance id id
interface type number mac security address コマンドを使用します。

特定のサービス インスタンス上の最後の違反の表示：例
次に、特定のサービス インスタンス上の最後の違反を表示する方法の例を示します。
Router# show ethernet service instance id 1879665131 interface gigabitethernet 0/2 mac
security last violation
At: Apr 4 06:57:25.971
Source address: ae4e.b7b5.79ae
Reason: Denied address

特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスの表示：例
次に、特定のサービス インスタンスの MAC セキュリティ ステータスを表示する方法の例を示します。
Router# show ethernet service instance id 1879665131 interface Ethernet0/2 mac security
MAC Security: enabled
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すべてのセキュアなサービス インスタンスの MAC アドレスの表示：例
次に、すべてのセキュアなサービス インスタンスの MAC アドレスを表示する方法の例を示します。
Router# show ethernet service instance mac security address
Port
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi3/0/5
Gi3/0/5

ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
10
10

Bridge-domain
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30

MAC Address
0001.0001.0001
0001.0001.0002
0001.0001.aaaa
0001.0001.aaab
0002.0002.0002
0002.0002.0003
0002.0002.0004
0002.0002.aaaa
0002.0002.bbbb
0002.0002.cccc
0003.0003.0001
0003.0003.0002

Type
static
static
dynamic
dynamic
static
static
static
dynamic
dynamic
dynamic
static
static

Rem. Age(min)
82
82
82
82
200
200

表 3 に、出力内にある重要なフィールドを示します。
表 3

すべてのサービス インスタンスの MAC アドレス：フィールドの説明

フィールド

説明

Port

サービス インスタンス ID 番号、およびそのインターフェイス タイプと番
号が表示されます。

Bridge- Domain

リストされた各サービス インスタンスのブリッジ ドメイン ID 番号が表示
されます。

MAC Address

サービス インスタンスの MAC アドレスが表示されます。

Type

静的に設定されたか（static）、動的に学習されたか（dynamic）を宣言する
ことにより、MAC アドレスのタイプを示します。

Rem.Age(min)

そのアドレスの残りの経過時間が分単位で表示されます。
ハイフン（-）は、エージングがイネーブルでないことを意味します。

（注）

Cisco 7600 シリーズ ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タ
イム情報は、スイッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情
報を表示するには、remote command switch コマンドと show ethernet service instance mac security
address コマンドを使用します。

すべてのサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報の表示：例
次に、すべてのサービス インスタンスの MAC セキュリティ統計情報を表示する方法の例を示します。
サービス インスタンスで記録されたセキュアなアドレスの、許可された数と実際の数が表示されます。
Router# show ethernet service instance mac security statistics
Ethernet0/0 service instance 890597333 (bridge-domain 730)
Secure addresses: 3
Address limit: 7
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Ethernet0/0 service instance 1559665780 (bridge-domain 1249)
Secure addresses: 8
Address limit: 8
Ethernet0/0 service instance 1877043343 (bridge-domain 1155)
Secure addresses: 0
Address limit: 8
Ethernet0/1 service instance 127771402 (bridge-domain 730)
Secure addresses: 12
Address limit: 12
Ethernet0/1 service instance 183598286 (bridge-domain 730)
Secure addresses: 1
Address limit: 1
Ethernet0/1 service instance 433365207 (bridge-domain 1249)
Secure addresses: 0
Address limit: 1
Ethernet0/1 service instance 858688453 (bridge-domain 1328)
Secure addresses: 0
Address limit: 2

ブリッジ ドメインのすべてのサービス インスタンス上の MAC アドレスの
表示：例
次に、特定のブリッジ ドメインのすべてのサービス インスタンス上の MAC アドレスを表示する方法
の例を示します。
Router# show bridge-domain 730 mac security address
Port
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0
Gi1/0/0

（注）

ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst
ServInst

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

MAC Address
0001.0001.0001
0001.0001.0002
0001.0001.aaaa
0001.0001.aaab
0002.0002.0002
0002.0002.0003
0002.0002.0004
0002.0002.aaaa
0002.0002.bbbb
0002.0002.cccc

Type
static
static
dynamic
dynamic
static
static
static
dynamic
dynamic
dynamic

Rem. Age(min)
74
74
74
74
-

Cisco 7600 ルータなど一部のプラットフォームでは、MAC アドレスの残りのエージング タイム情報は、ス
イッチ コンソールにのみ表示できます。MAC アドレスの残りのエージング タイム情報を表示するには、
remote command switch コマンドと show bridge-domain id mac security address コマンドを使用します。

特定のブリッジ ドメインのセキュアなサービス インスタンスの表示：例
次に、特定のブリッジ ドメインのセキュアなサービス インスタンスを表示する方法の例を示します。
Router# show bridge-domain 730 mac security
Gi1/0/0 ServInst 1
MAC Security enabled: yes
Gi1/0/0 ServInst 2
MAC Security enabled: yes
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その他の参考資料
ここでは、サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アド
レス制限機能に関連する参考資料について説明します。

関連資料
関連項目

参照先

キャリア イーサネットのコンフィギュレーション ガ
イド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide, Release 12.2SR』

キャリア イーサネットのコマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

Cisco IOS マスター コマンド リスト

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

規格
規格

タイトル

MEF 6.1

『Metro Ethernet Services Definitions Phase 2 (PDF 6/08)』

MEF 10.1

『Ethernet Services Attributes Phase 2 (PDF 10/06) 』

MIB
MIB

MIB リンク

新しい MIB または変更された MIB はサポートされて 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
いません。また、既存の MIB に対するサポートに変
トの MIB の場所を検索しダウンロードするには、次の URL にある
更はありません。
Cisco MIB Locator を使用します。

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

RFC
RFC

タイトル

新しい RFC または変更された RFC はサポートされて
いません。また、既存の RFC に対するサポートに変
更はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC
ポート チャネルでの MAC アドレス制限に関する機能情報
表 4 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。この表には、
Cisco IOS Release 12.2(33)SRD または Cisco IOS Release 12.2(33)SRE 以降のリリースで導入または
変更された機能だけが示されています。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Carrier Ethernet Features
Roadmap』を参照してください。ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの
中に一部使用できないものがあります。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファ
レンス マニュアルを参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。Cisco.com のアカウントは必要ありません。
（注）

表 4 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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表 4

サービス インスタンス、ブリッジ ドメイン、および EVC ポート チャネルでの MAC アドレス制限に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

MAC Address Limiting on Service Instances
and Bridge Domains

12.2(33)SRD MAC Address Limiting on Service Instances and Bridge
Domains 機能では、サービス インスタンス単位のきめ細か
さで、MAC アドレス ラーニング動作を制御およびフィル
タリングできるようにすることで、サービス インスタンス
によるポート セキュリティに対応します。違反によって
シャットダウンが必要になった場合、対象のサービス イン
スタンスに対して割り当てられたカスタマーだけが影響を
受けます。MAC アドレス制限は MAC セキュリティのタ
イプの 1 つであり、MAC セキュリティ コンポーネントま
たは要素とも呼ばれます。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「イーサネット仮想回線、サービス インスタンス、お
よびブリッジ ドメイン」（P.3）
• 「MAC セキュリティと MAC アドレッシング」（P.4）
• 「サービス インスタンス上での MAC セキュリティの
イネーブル化」（P.12）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

bridge-domain（config）、bridge-domain（サービス イ
ンスタンス）、clear bridge-domain mac table、clear
ethernet service instance、errdisable recovery cause
mac-security、interface、mac limit maximum
addresses、mac security、show bridge-domain、show
ethernet service instance
EVC ポート チャネルでの MAC アドレス セ
キュリティ

12.2(33)SRE

EVC ポート チャネルでの MAC アドレス セキュリティ機
能は、MPBE、ローカル接続、および xconnect サービス
タイプをサポートします。
ロード バランシングは、いくつかの EFP がメンバ リンク
を通じて排他的にトラフィックを通過させる EFP に基づい
て行われます。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「ポート チャネル上の EVC」（P.3）
• 「EVC ポートチャネル上での MAC セキュリティのイ
ネーブル化」（P.13）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

interface
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号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、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、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
アドレスおよび電話番号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。
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ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s
ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s 機能は、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回
線）上で Multiple Spanning Tree（MST; 多重スパニング ツリー）を可能にします。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「ブリッジ ドメインにおける IEEE
802.1s に関する機能情報」（P.10）を参照してください。

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、Cisco
Catalyst OS ソフトウェア イメージ、および Cisco IOS XE 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。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する前提条件」（P.2）
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する制約事項」（P.2）
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s について」（P.2）
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s の設定方法」（P.4）
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s の設定例」（P.5）
• 「その他の参考資料」（P.8）
• 「コマンド リファレンス」（P.9）
• 「ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する機能情報」（P.10）
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ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する前提条件
• MST が設定されていること。

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する制約事項
• ポート チャネル上のサービス インスタンスは、Cisco 7600 シリーズ ルータでサポートされていま
せん。

• 「encapsulation default」によるサービス インスタンスはサポートされていません。
• dot1q オプションの指定されていない「encapsulation untagged」によるサービス インスタンスは
サポートされていません。

• 「encapsulation priority-tagged」によるサービス インスタンスはサポートされていません。

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s について
ブリッジ ドメイン上で IEEE 802.1s を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「EVC」（P.2）
• 「MST と STP」（P.3）
• 「ブリッジ ドメインに関連付けられたサービス インスタンス上の MST」（P.3）

EVC
Metro Ethernet Forum によって定義されているように、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想
回線）は、ポートレベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイヤ 2 回
線です。これは、プロバイダーからカスタマーに提供されているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスの
エンドツーエンド表現です。EVC は、サービスを提供するためのさまざまなパラメータを実現したもの
です。サービス インスタンスは、指定されたポート上で EVC をインスタンス化したものです。
サービス インスタンスは、ポート チャネルに設定されます。サービス インスタンスの伝送するトラ
フィックは、メンバ リンク全体でロード バランシングされます。ポート チャネルのサービス インスタ
ンスはグループ化され、各グループが 1 つのメンバ リンクに関連付けられます。1 つの EVC に対する
入力トラフィックが、バンドルのすべてのメンバに届く可能性があります。サービス インスタンスの
すべての出トラフィックは、メンバ リンクの 1 つだけを使用します。ロード バランシングは、サービ
ス インスタンスをグループ化し、それをメンバ リンクに割り当てることで実現します。

Ethernet Virtual Connection Services（EVCS）は、EVC とサービス インスタンスの概念を使用して、
レイヤ 2 スイッチド イーサネット サービスを提供します。Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）
デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの代替パスを検索し
たり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム リレーや ATM な
ど）でバックアップ パスにフォールバックしたりします。
Metro Ethernet Forum 規格の詳細については、「規格」（P.8）を参照してください。
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MST と STP
Spanning-Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）は、ネットワーク内の有害なループを
防止しながら、パスの冗長性を実現するレイヤ 2 リンク管理プロトコルです。レイヤ 2 イーサネット
ネットワークの正常な動作を実現するには、どの 2 つのステーション間でもアクティブ パスを 1 つに
する必要があります。STP の動作は透過的であり、エンド ステーション側で、単一 VLAN セグメント
に接続されているのか、複数セグメントからなるスイッチド LAN に接続されているのかを検出できま
せん。
Cisco 7600 シリーズ ルータは、すべての VLAN 上で STP（IEEE 802.1D ブリッジ プロトコル）を使
用します。デフォルトでは、（手動で STP をディセーブルにしない限り）設定された各 VLAN 上で
STP の単一インスタンスが動作します。STP は、各 VLAN ごとにイネーブルおよびディセーブルにす
ることができます。

MST は、複数の VLAN を 1 つのスパニング ツリー インスタンスにマップします。各インスタンスの
スパニング ツリー トポロジは、他のスパニング ツリー インスタンスの影響を受けません。このアーキ
テクチャによって、データ トラフィックに複数の転送パスが提供され、ロード バランシングが可能に
なり、また多数の VLAN をサポートするのに必要なスパニング ツリー インスタンスの数を減らすこと
ができます。MST を使用すると、1 つのインスタンス（転送パス）で障害が発生しても他のインスタ
ンスは影響を受けないので、ネットワークの耐障害性が向上します。

MST インスタンスに参加するためには、ルータは、同じ MST コンフィギュレーションで矛盾のない
ように設定されている必要があります。同じ MST コンフィギュレーションを持つ相互接続されたルー
タの集合は、MST リージョンを形成します。2 台以上のルータを同じ MST リージョンに設定するに
は、その 2 台のルータに同じ VLAN/ インスタンス マッピング、同じコンフィギュレーション リビ
ジョン番号、同じ MST 名を設定しなければなりません。
MST コンフィギュレーションは、各ルータが属する MST リージョンを制御します。MST コンフィ
ギュレーションには、リージョン名、リビジョン番号、MST の VLAN とインスタンスの割り当てマッ
プが保存されています。
リージョンは、同じ MST コンフィギュレーションを持つ 1 つまたは複数のメンバで構成されます。
リージョンの各メンバーは Rapid Spanning Tree Protocol（RSTP; 高速スパニング ツリー プロトコル）
Bridge Protocol Data Unit（BPDU; ブリッジ プロトコル データ ユニット）を処理する機能を備えてい
る必要があります。ネットワーク内の MST リージョンの数には制限はありませんが、各リージョンが
サポートできるスパニング ツリー インスタンスの数は 65 までです。インスタンスは 0 ～ 4094 の数字
で識別されます。1 つの VLAN を同時に複数のスパニング ツリー インスタンスに割り当てることはで
きません。

ブリッジ ドメインに関連付けられたサービス インスタンス上の MST
ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s 機能は、サービス インスタンスから MST インスタンスへの
マッピングに VLAN ID を使用します。特定の MST インスタンス内のものと同じ VLAN ID（QinQ
ケース内の外部 VLAN ID）を持つ EVC サービス インスタンスが、その MST インスタンスにマップ
されます。

EVC サービス インスタンスには、単一タグだけでなく二重タグ付きのカプセル化が存在できます。二
重タグ付きのカプセル化では、MST インスタンス マッピング用に外部 VLAN ID が使用され、内部
VLAN ID は無視されます。
MST にはブリッジ ポートが必要なので、サービス インスタンス用にブリッジ ドメインを設定して、
MST インスタンスに参加させる必要があります。さらに、MST は、回線上にタグなし BPDU を送信
することにより、いずれの VLAN からも独立して動作するため、EVC サービス インスタンスとのイ
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ンターフェイス上にネイティブ VLAN が必要です。デフォルトでは、スイッチ ポートにはネイティブ
VLAN があります。ただし、ポートがスイッチ ポート以外の場合には、EVC サービス インスタンス
を使用してネイティブ VLAN を指定する必要があります。

EVC サービス インスタンスから MST インスタンスへのマッピングには VLAN ID が必要なため、カ
プセル化でいずれの VLAN ID も持たない次の EVC サービス インスタンスはサポートされません。
• タグなし（encapsulation untagged）
• プライオリティ タグ付き（encapsulation priority-tagged）
• デフォルト（encapsulation default）

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s の設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「EVC ブリッジ ドメインでの MST の設定」（P.4）

EVC ブリッジ ドメインでの MST の設定
EVC ブリッジ ドメインに対して MST を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/subslot/port [.subinterface-number]
または

interface tengigabitethernet slot/subslot/port [.subinterface-number]
4. service instance id ethernet [evc-id]
5. encapsulation dot1q vlan-id [native]
6. bridge-domain bridge-id [split-horizon [group group-id]]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

例：
Router# configure terminal
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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。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

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

ギガビット イーサネットまたは 10 ギガビット イー
サネット インターフェイスを設定することを指定し
ます。

または
interface tengigabitethernet slot/subslot/port
[.subinterface-number]

例：
Router(config)# interface gigabitethernet
4/0/0

または
Router(config)# interface tengigabitethernet
4/0/0

ステップ 4

service instance id ethernet [evc-id]

例：

インターフェイス上でサービス インスタンス（EVC
のインスタンス）を作成し、CLI をサービス インス
タンス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 101
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id [native]

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 13

ステップ 6

bridge-domain bridge-id [split-horizon [group
group-id]]

サービス インスタンスをブリッジ ドメイン インスタ
ンスにバインドします。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 12

トラブルシューティングのヒント
EVC ブリッジ ドメイン上で MST 機能をモニタリングおよびトラブルシューティングするには、次の
コマンドを使用できます。
• debug ethernet l2ctrl
• debug l2ctrl

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「EVC ブリッジ ドメインでの MST の設定：例」（P.5）

EVC ブリッジ ドメインでの MST の設定：例
次の例では、すべての VLAN がマップされるデフォルトのインスタンスである MST インスタンス 0
に 2 つのインターフェイスを参加させます。
Router# enable
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Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 4/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 2
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# interface gigabitethernet 4/0/3
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 2
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# end

次のコマンドを実行して確認します。
Router# show spanning-tree vlan 2
MST0
Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID Priority 32768
Address 0009.e91a.bc40
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32768 (priority 32768 sys-id-ext 0)
Address 0009.e91a.bc40
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Interface
------------------Gi4/0/0
Gi4/0/3

Role
---Desg
Back

Sts
--FWD
BLK

Cost
--------20000
20000

Prio.Nbr
-------128.1537
128.1540

Type
-------------------------------P2p
P2p

次の例では、インターフェイス gigabitethernet 4/0/0 とインターフェイス gigabitethernet 4/0/3 がバッ
クツーバックで接続されます。どちらにも、サービス インスタンスが接続されています。両方のイン
ターフェイス上のサービス インスタンスで、カプセル化 VLAN ID が 2 となります。インターフェイス
gi4/0/0 上のサービス インスタンスに対する encapsulation ディレクティブで VLAN ID を 2 から 8 に
変更すると、古い VLAN がマップされる MST インスタンスで MSTP の動作が停止され、新しい
VLAN がマップされる MST インスタンスで MSTP が開始されます。
Router(config-if)# interface gigabitethernet 4/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 8
Router(config-if-srv)# end

次のコマンドを実行して確認します。
Router# show spanning-tree vlan 2
MST1
Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID
Priority
32769
Address
0009.e91a.bc40
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID

Priority
32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address
0009.e91a.bc40
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Interface
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- ---------------- -------------------------------Gi4/0/3
Desg FWD 20000
128.1540 P2p
Router# show spanning-tree vlan 8
MST2
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Spanning tree enabled protocol mstp
Root ID
Priority
32770
Address
0009.e91a.bc40
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID

Priority
32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address
0009.e91a.bc40
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Interface
Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- ---------------- -------------------------------Gi4/0/0
Desg FWD 20000 128.1537 P2p

次の例では、外部カプセル化 VLAN ID が 2、ブリッジ ドメインが 100 のサービス インスタンスを持
つインターフェイス gigabitethernet 4/0/3 が新しいサービスを受けます。
Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet 4/0/3
Router((config-if)# service instance 2 ethernet
Router((config-if-srv)# encap dot1q 2 second-dot1q 100
Router((config-if-srv)# bridge-domain 200

ここで、インターフェイス gigabitethernet 4/0/3 上に 2 つのサービス インスタンスが設定されており、
両方が同じ外部 VLAN 2 を持ちます。
interface GigabitEthernet4/0/3
no ip address
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 2
bridge-domain 100
!
service instance 2 ethernet
encapsulation dot1q 2 second-dot1q 100
bridge-domain 200

前の設定は、インターフェイス上の MSTP 動作に影響を与えません。それが属する MST インスタンス
内のインターフェイス gi4/0/3 に関する状態の変更はありません。
Router# show spanning-tree mst 1
##### MST1 vlans mapped: 2
Bridge
address 0009.e91a.bc40 priority
Root
this switch for MST1
Interface
---------------Gi4/0/3

32769 (32768 sysid 1)

Role Sts Cost
Prio.Nbr Type
---- --- --------- -------- -------------------------------Desg FWD 20000
128.1540 P2p
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その他の参考資料
ここでは、ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s 機能に関連する参考資料を示します。

関連資料
関連項目
キャリア イーサネットのコマンド

参照先
『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

規格
規格

タイトル

MEF 6.1

『Metro Ethernet Services Definitions Phase 2 (PDF 6/08)』

MEF 10.1

『Ethernet Services Attributes Phase 2 (PDF 10/06) 』

MIB
MIB

MIB リンク

• 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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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。

コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ
れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/carrier ethernet/command/reference/ce_book.html）を参照して
ください。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
にある Command Lookup Tool を使用するか、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『Cisco IOS Master
Command List, All Releases』を参照してください。

• bridge-domain（サービス インスタンス）
• debug ethernet l2ctrl
• debug l2ctrl
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ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS、Catalyst OS、Cisco IOS XE
ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラット
フォームを確認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s に関する機能情報

機能名

リリース

ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s

12.2(33)SRD ブリッジ ドメインにおける IEEE 802.1s 機能は、EVC 上
で Multiple Spanning Tree（MST; 多重スパニング ツリー）

機能情報

を可能にします。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

bridge-domain（サービス インスタンス）、debug
ethernet l2ctrl、debug l2ctrl
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2008 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IEEE 802.1ah

プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah 機能は、Ethernet Virtual Circuit（EVC;
イーサネット仮想回線）での MAC-in-MAC トンネリングを可能にします。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「プロバイダー バックボーン ブリッジ
における IEEE 802.1ah に関する機能情報」（P.22）を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah に関する前提条件」（P.2）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah に関する制約事項」（P.2）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah について」（P.2）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジでの MAC-in-MAC の設定方法」（P.7）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジでの MAC-in-MAC の設定例」（P.17）
• 「その他の参考資料」（P.20）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah に関する機能情報」（P.22）
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プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah
に関する前提条件
• ルータ構成に ES40 ライン カードが含まれている必要があります。Institute of Electrical and
Electronic Engineers（IEEE）802.1ah 規格が ES40 ライン カードだけでサポートされているから
です。

• IEEE 802.1ah は、EVC アーキテクチャだけでサポートされています。

プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah
に関する制約事項
• 次の機能はサポートされていません。
– 802.1ah 上の Connectivity Fault Management（CFM）
– Internet Group Multicast Protocol （IGMP）スヌーピング、またはカスタマー ブリッジ
（c-bridge）ドメイン上のすべてのマルチキャスト プロトコル
– スタンドアロン カスタマー側バックボーン エッジ ブリッジ（I-BEB）
– スタンドアロン バックボーン コア ブリッジ側バックボーン エッジ ブリッジ（B-BEB）
• この機能には、次の制約事項が適用されます。
– MAC トンネルの最大数は 4094 です。
– MAC トンネル内のサービス インスタンスの最大数は 16,384 です。
– Ethernet Flow Points（EFP）の最大数は 32,768 です。
– 単一のインターフェイス上での EFP の最大数は 8000 です。
– ポート チャネル上の 802.1ah は、ポート チャネルあたり 1 つのメンバ リンクだけでサポート
されています。

プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE
802.1ah について
Provider Backbone Bridge（PBB）で IEEE 802.1ah を設定するには、次の概念を理解しておく必要が
あります。

• 「MAC-in-MAC」（P.3）
• 「バックボーン エッジ ブリッジ」（P.3）
• 「IB-Bridge」（P.4）
• 「L2 ブリッジング ネットワーク用 IEEE 802.1ah」（P.5）
• 「Ethernet Over MPLS 用 IEEE 802.1ah」（P.6）
• 「仮想プライベート LAN サービス用 IEEE 802.1ah」（P.7）
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MAC-in-MAC
プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah 機能によって、サービス プロバイダーの
MAC ヘッダー内にエンド ユーザ トラフィックがカプセル化されます。これによって、Backbone Edge
Bridge（BEB; バックボーン エッジ ブリッジ）は、多数のサービス インスタンスをサポートできます。
この機能は、MAC-in-MAC または MAC Tunneling Protocol（MTP）とも呼ばれます。この機能に
よって、サービス プロバイダーはトンネル送信元アドレスとしてユーザが指定した MAC アドレスを
使用することにより、装置ベンダーの ID を隠すこともできます。また、この機能によって、ユーザ
MAC アドレス領域は、プロバイダー MAC アドレス領域から分離されます。つまり、エッジ ブリッジ
だけが、カスタマー MAC アドレスを認識し、コア ブリッジだけがプロバイダー アドレスを認識しま
す。
図 1 に一般的な 802.1ah PBB ネットワーク、表 1 に PBB ネットワーク コンポーネントをそれぞれ示
します。
表 1
IEEE 802.1ah PBB コンポーネント
コンポーネント

説明

BCB

バックボーン コア ブリッジ

BEB

バックボーン エッジ ブリッジ

CE

カスタマー機器

PB

プロバイダー ブリッジ

PEB

プロバイダー エッジ ブリッジ

図 1

IEEE 802.1ah プロバイダー バックボーン ブリッジ
UNI
㧔.1ad㧕

UNI
㧔.1ah㧕
ࠕࠢࠬ ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
㧔802.1ad㧕

CE

PEB

CE

PEB

PB

PB

BEB

BEB

ࠦࠕ ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
㧔802.1ah㧕

BCB

BCB

BCB

PB

PB

BEB
PB

PEB

CE
277450

PB

UNI
UNI
㧔.1ad㧕
㧔.1ah㧕
ࠕࠢࠬ ࡀ࠶࠻ࡢࠢ
㧔802.1ad㧕

バックボーン エッジ ブリッジ
BEB には、I-Component または B-Component のいずれかを含むことができます。I-Component に
よって、Service VLAN Identifier（S-VID）は Service Instance Identifier（I-SID）にマッピングされ、
B-Tag なしで PBB ヘッダーが追加されます。B-Component によって、I-SID は Backbone VID
（B-VID）にマッピングされ、B-Tag なしで PBB ヘッダーが追加されます。IEEE 802.1ah 規格では、
次の 3 つのタイプの BEB が指定されています。
• B-Bridge（B-BEB）には、MAC-in-MAC ブリッジの B-Component が含まれます。これは、
I-SID を検証し、フレームを Backbone VLAN（B-VLAN）にマッピングします。また、コア ブ
リッジ内の B-VLAN に基づいて、トラフィックを切り替えます。
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• I-Bridge（I-BEB）には、MAC-in-MAC ブリッジの I-Component が含まれます。これは、
B-MAC カプセル化を実行し、S-tag、C-tag、または S-tag/C-tag ペアに基づいて I-SID を挿入しま
す。

• IB-Bridge（IB-BEB）には、LAN セグメントを通じて相互接続される 1 つ以上の I-Component と
1 つの B-Component が含まれます。

（注）

Cisco 7600 シリーズ ルータは、IB-Bridge として動作するように設計されています。

IB-Bridge
IB-Bridge には、I-Component と B-Component の両方が含まれます このブリッジは、B-MAC を選択し、
プロバイダー VLAN タグ（S-tag）、カスタマー VLAN タグ（C-tag）、または S-tag と C-tag の両方に基
づいて、I-SID を挿入します。これは、I-SID を検証し、B-VLAN 上でフレームを送受信します。
IB-Bridge には、次の 2 つのタイプのインターフェイスがあります。
• ポートベースのインターフェイス：ポートベースのインターフェイスでは、カスタマーから受信し
たすべての S-tagged フレームは、I-SID にマッピングされ、S-tag は保持されます。
• S-tagged インターフェイス：S-tagged インターフェイスは、S-VLAN と I-SID の一対一のマッピ
ングをサポートして、S-VLAN 変換機能を提供します。このインターフェイスは、S-VLAN と
I-SID の多対一のマッピングをサポートして、S-VLAN バンドル機能も提供します。
プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah 機能は、IEEE 802.1ah 規格で要求される
すべてのサービスをサポートし、次のような追加機能を提供するためにサービスを拡張します。

• S-Tagged サービス：
– 多重化された環境では、各 S-tag は、I-SID にマッピングされ、保持または削除できます。
– バンドル環境では、複数の S-tag が同じ I-SID にマッピングされ、S-tag は保持する必要があ
ります。

• C-Tagged サービス
– 多重化された環境では、各 C-tag は、I-SID にマッピングされ、保持または削除できます。
– バンドル環境では、複数の C-tag が同じ I-SID にマッピングされ、C-tag は保持する必要があ
ります。

• S/C-Tagged サービス：
– 多重化された環境では、各 S-tag/C-tag ペアは、I-SID にマッピングされます。S-tag または
S-tag/C-tag ペアは、保持または削除できます。
– バンドル環境では、複数の S-tag/C-tag ペアが同じ I-SID にマッピングされ、S-tag/C-tag ペア
は保持する必要があります。

• ポートベースのサービス
– タグなしか、二重タグ付きかにかかわらず、すべてのフレームは同じ I-SID にマッピングさ
れ、すべてのタグは保持されます。
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L2 ブリッジング ネットワーク用 IEEE 802.1ah
L2 ブリッジング ネットワーク内の PBB に IEEE 802.1ah を設定した場合、入力 EFP 上のパケットは、
I-Component のブリッジング識別子（bridge-domain c-mac コマンドを使用して指定）を使用して、
適切な MAC トンネルに向けられます。複数の EFP が同じ I-SID を使用する場合、C-MAC ブリッジ
ドメインは、EFP 間の切り替えも実行します。
図 2 に、一般的な L2 ブリッジング ネットワークの構成を示します。
IEEE 802.1ah L2 ブリッジング ネットワーク

PE-Agg

PE-Agg
BEB

CE

BEB

802.1ad

UNI

802.1ah

CE
802.1ad
277451

図 2

NNI

表 2 に、L2 ブリッジング ネットワークのコンポーネントを示します。
表 2

L2 ブリッジング ネットワークのコンポーネント

コンポーネント名

説明

802.1ad

IEEE 802.1ad（プロバイダー ブリッジ）ネットワーク

802.1ah

IEEE 802.1ah（プロバイダー バックボーン ブリッジ）ネットワーク

BEB

バックボーン エッジ ブリッジ

CE

カスタマー機器

NNI

ネットワーク間インターフェイス（出力 EFP）

PE-Agg

プロバイダー エッジ集束デバイス

UNI

ユーザ ネットワーク インターフェイス（入力 EFP）

未知のユニキャストおよびカスタマー マルチキャスト トラフィック
図 3 に、単一の Backbone VLAN（B-VLAN; バックボーン VLAN）を通じてすべての BEB が互いに
接続されている L2 ネットワークを示します。このシナリオでは、BEB1 からのすべての未知のユニ
キャスト トラフィックは、すべて同じ B-VLAN を共有しているため、BEB2 を経由して BEB5 に転送
されます。
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図 3

BEB B-VLAN ネットワーク

BEB2㧦MAC
ࠕ࠼ࠬ 2

BEB3㧦MAC
ࠕ࠼ࠬ 3

802.1ah

BEB4㧦MAC
ࠕ࠼ࠬ 4

277452

BEB1㧦MAC
ࠕ࠼ࠬ 1

BEB5㧦MAC
ࠕ࠼ࠬ 5

ネットワーク トラフィックを減らすには、B-VLAN 上の特定の BEB にトラフィックを送信するよう
BEB を設定します。たとえば、BEB1 が BEB3 と BEB4 だけにトラフィックを送信する必要がある場
合は、mac tunnel address destination map コマンドを使用して、Customer Destination Address
（C-DA）をマルチキャスト Backbone Destination Address（B-DA）にマッピングできます。次に、こ
の B-DA に対するトラフィックを受信するように、BEB3 と BEB4 を登録します。

802.1ah ネットワーク内のすべてのパケットは、指定された MAC アドレスに送信する必要がありま
す。このアドレスは、バックボーン コア ブリッジ内の MAC アドレス テーブルのスタティック エント
リです。デフォルトの MAC トンネル アドレスがテーブルで指定されていない場合、すべての未知の
ユニキャスト パケットおよびカスタマー マルチキャスト トラフィックは、デフォルト B-DA で送信さ
れます。これは、IEEE が割り当てる Organizational Unique Identifier（OUI; 組織固有識別子）と
I-SID 値の組み合わせです。

Ethernet Over MPLS 用 IEEE 802.1ah
Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）ネットワークで IEEE 802.1ah を設定した場
合、イーサネット リンクは、MPLS トンネル内の MPLS Label Switched Path（LSP）を使用して、疑
似ワイヤとして転送されます。EoMPLS ネットワークで MAC-in-MAC を設定するには、UNI で入力
EFP コンフィギュレーション設定を指定し、MAC-in-MAC 設定を指定し、入力 NNI で Switch Virtual
Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）を指定する必要があります。SVI は、単一のイン
ターフェイスを通じてブリッジに接続されたスイッチ ポートの VLAN を表します。
図 4 に、一般的な EoMPLS ネットワークの構成を示します。
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図 4

EEE 802.1ah EoMPLS ネットワーク

PE-Agg

PE-Agg
BEB

BEB

802.1ad

UNI

（注）

EoMPLS

CE
802.1ad
277453

CE

NNI

EoMPLS ネットワークの Cisco 7600 シリーズ ルータは、B-tag 識別子としてブリッジ ドメイン識別子
（bridge-domain コマンドを使用して設定）を使用します。したがって、MAC-in-MAC トンネルに対
して B-VLAN コンフィギュレーションを指定する必要はありません。

仮想プライベート LAN サービス用 IEEE 802.1ah
バーチャル プライベート LAN サービス（VPLS）ネットワークで IEEE 802.1ah を設定した場合、
802.1ah パケットは VPLS 疑似ワイヤ内にカプセル化されます。

VPLS ネットワークで MAC-in-MAC を設定するには、UNI で入力 EFP コンフィギュレーション設定
を指定し、MAC-in-MAC 設定を指定し、Virtual Forwarding Interface（VFI）設定を指定し、出力
NNI で SVI コンフィギュレーション設定を指定する必要があります。SVI は、単一のインターフェイ
スを通じてブリッジに接続されたスイッチ ポートの VLAN を表します。
図 5 に、VPLS によって接続された 2 つの 802.1ah ネットワークを示します。
IEEE 802.1ah VPLS ネットワーク

uPE

802.1ad/
ࡊࡠࡃࠗ࠳ ࡉ࠶ࠫ

802.1ad
BEB1

VPLS

BEB2

uPE

277454

図 5

802.1ah ࠻ࡦࡀ࡞
VPLS ࠻ࡦࡀ࡞

プロバイダー バックボーン ブリッジでの MAC-in-MAC の
設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「L2 ブリッジング ネットワークでの MAC-in-MAC の設定」（P.8）（任意）
• 「Ethernet over MPLS ネットワークでの MAC-in-MAC の設定」（P.11）（任意）
• 「VPLS ネットワークでの MAC-in-MAC の設定」（P.14）（任意）
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L2 ブリッジング ネットワークでの MAC-in-MAC の設定
NNI にスイッチポートベースのコンフィギュレーションがある場合に、L2 ブリッジング ネットワーク
で MAC-in-MAC を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id c-mac
7. exit
8. exit
9. ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id
10. description description
11. bridge-domain bridge-id
12. mac tunnel address destination default mac-addr
13. service instance id ethernet
14. encapsulation dot1ah isid isid
15. mac tunnel address destination map c-mac-addr b-mac-addr
16. bridge-domain bridge-id c-mac
17. exit
18. exit
19. interface gigabitethernet slot/port
20. switchport
21. switchport mode trunk
22. switchport trunk allowed vlan vlan-id
23. end
24. show bridge-domain
25. show ethernet mac-tunnel engine slot
26. show ethernet service instance
27. show ethernet service mac-tunnel
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 6/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

カスタマー インスタンス ポートとして設定するギガ
ビット イーサネット 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。
インターフェイス上で L2 サービス インスタンスを作
成し、サービス インスタンス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Router(config-if)# service instance 101
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 13

ステップ 6

bridge-domain bridge-id c-mac

I-Component のブリッジング識別子を指定します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 12 c-mac

ステップ 7

exit

サービス インスタンス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if-srv)# exit

ステップ 8

exit

サービス インターフェイス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9

ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id

例：

仮想 MAC-in-MAC トンネルを設定し、
MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Router(config)# ethernet mac-tunnel virtual 1

ステップ 10

description description

（任意）MAC トンネルの名前と目的を記述します。

例：
Router(config-tunnel-minm)# description
MAC-Tunnel-1
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ステップ 11

コマンドまたはアクション

目的

bridge-domain bridge-id

MAC トンネルをブリッジ ドメイン インスタンスに
バインドします。

例：
Router(config-tunnel-minm)# bridge-domain 100

ステップ 12

mac tunnel address destination default mac-addr

Service Instance ID（I-SID）のグループに対して、
B-DA を指定します。

例：
Router(config-tunnel-minm)# mac tunnel address
destination default 4444.1111.1111

ステップ 13

service instance id ethernet

例：

特定の I-SID カプセル化に対応する EFP を定義し、
トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config-tunnel-minm)# service instance 10
ethernet

ステップ 14

encapsulation dot1ah isid isid

指定した I-SID に対して dot1ah カプセル化を設定し
ます。

例：
Router(config-tunnel-srv)# encapsulation dot1ah
isid 10000

ステップ 15

mac tunnel address destination map c-mac-addr
b-mac-addr

サービス プロバイダーのバックボーン ブリッジ

MAC アドレスをカスタマー MAC アドレスにマッピ
ングします。

例：
Router(config-tunnel-srv)# mac tunnel address
destination map 3333.1111.1111 5555.2222.2222

ステップ 16

bridge-domain bridge-id c-mac

カスタマー ドメインとしてブリッジ ドメインを設定
します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# bridge-domain 30
c-mac

ステップ 17

exit

トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# exit

ステップ 18

exit

MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-tunnel-minm)# exit

ステップ 19

interface gigabitethernet slot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 6/2

ステップ 20

switchport

例：
Router(config-if)# switchport
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ステップ 21

コマンドまたはアクション

目的

switchport mode trunk

トランキング VLAN L2 インターフェイスを指定し
ます。

例：
Router(config-if)# switchport mode trunk

ステップ 22

switchport trunk allowed vlan vlan-id

例：

トランキング モードの場合に、タグ付き形式でこの
インターフェイスからトラフィックの送信を許可す
る VLAN のリストを設定します。

Router(config-if)# switchport trunk allowed
vlan 100

ステップ 23

end

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、ユーザ EXEC モードをイネーブルにします。

例：
Router(config-if)# end

ステップ 24

show bridge-domain

（任意）ブリッジ ドメイン情報を表示します。

例：
Router> show bridge-domain

ステップ 25

show ethernet mac-tunnel engine slot
slot-number

（任意）イーサネット MAC-in-MAC に関する情報を
表示します。

例：
Router> show ethernet mac-tunnel engine slot 2

ステップ 26

show ethernet service instance

（任意）イーサネット サービス インスタンス情報を
表示します。

例：
Router> show ethernet service instance

ステップ 27

show ethernet service mac-tunnel

（任意）イーサネット サービス MAC-in-MAC 情報を
表示します。

例：
Router> show ethernet service mac-tunnel

Ethernet over MPLS ネットワークでの MAC-in-MAC の設定
EoMPLS ネットワークで MAC-in-MAC を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id c-mac
7. exit
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8. exit
9. ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id
10. bridge-domain bridge-id
11. service instance id ethernet
12. encapsulation dot1ah isid isid
13. bridge-domain bridge-id c-mac
14. exit
15. exit
16. interface vlan vlanid
17. xconnect ipaddress vc-id encapsulation mpls
18. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 6/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

カスタマー インスタンス ポートとして設定するギガ
ビット イーサネット 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。
インターフェイス上で L2 サービス インスタンスを作
成し、サービス インスタンス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Router(config-if)# service instance 101 ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 13

ステップ 6

bridge-domain bridge-id c-mac

I-Component のブリッジング識別子を指定します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 12 c-mac

ステップ 7

exit

例：
Router(config-if-srv)# exit
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ステップ 8

コマンドまたはアクション

目的

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9

ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id

例：

仮想 MAC-in-MAC トンネルを設定し、
MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Router(config)# ethernet mac-tunnel virtual 1

ステップ 10

bridge-domain bridge-id

MAC トンネルをブリッジ ドメイン インスタンスに
バインドします。

例：
Router(config-tunnel-minm)# bridge-domain 100

ステップ 11

service instance id ethernet

例：

特定の I-SID カプセル化に対応する EFP を定義し、
トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config-tunnel-minm)# service instance 10
ethernet

ステップ 12

encapsulation dot1ah isid isid

指定した I-SID に対して dot1ah カプセル化を設定し
ます。

例：
Router(config-tunnel-srv)# encapsulation dot1ah
isid 10000

ステップ 13

bridge-domain bridge-id c-mac

カスタマー ドメインとしてブリッジ ドメインを設定
します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# bridge-domain 30 c-mac

ステップ 14

exit

トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# exit

ステップ 15

exit

MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-tunnel-minm)# exit

ステップ 16

interface vlan vlanid

ダイナミック SVI 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。

例：
Router(config)# interface vlan 1000
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ステップ 17

コマンドまたはアクション

目的

xconnect ipaddress vc-id encapsulation mpls

接続回線を疑似ワイヤにバインドし、Any Transport
over MPLS（AToM）スタティック疑似ワイヤを設定

例：

します。

Router(config-if)# xconnect 10.243.245.11 100
encapsulation mpls

ステップ 18

exit

• 疑似ワイヤでデータをカプセル化するためのト
ンネリング方法として、MPLS を指定します。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Router(config-if)# exit

VPLS ネットワークでの MAC-in-MAC の設定
VPLS ネットワークで MAC-in-MAC を設定するには、次のタスクを実行します。次の設定によって、
ルータを IB-Bridge として動作させることができます。
（注）

Cisco 7600 シリーズ ルータでは、ブリッジ ドメイン識別子を SVI 識別子と同じにする必要があります。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface gigabitethernet slot/port
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. bridge-domain bridge-id c-mac
7. exit
8. exit
9. ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id
10. bridge-domain bridge-id
11. service instance id ethernet
12. encapsulation dot1ah isid isid
13. bridge-domain bridge-id c-mac
14. exit
15. service instance id ethernet
16. encapsulation dot1ah isid isid
17. bridge-domain bridge-id c-mac
18. exit
19. exit
20. l2 vfi vfi-name manual
21. vpn id vpn-id
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22. neighbor ipaddress vcid encapsulation mpls
23. neighbor ipaddress vcid encapsulation mpls
24. exit
25. interface vlan vlan-id
26. xconnect ipaddress vc-id encapsulation mpls
27. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface gigabitethernet slot/port

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 6/1

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

カスタマー インスタンス ポートとして設定するギガ
ビット イーサネット 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。
インターフェイス上で L2 サービス インスタンスを作
成し、サービス インスタンス コンフィギュレーショ
ン モードを開始します。

Router(config-if)# service instance 101 ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 13

ステップ 6

bridge-domain bridge-id c-mac

I-Component のブリッジング識別子を指定します。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain 12

ステップ 7

exit

サービス インスタンス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if-srv)# exit

ステップ 8

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 9

ethernet mac-tunnel virtual tunnel-id

例：

仮想 MAC-in-MAC トンネルを設定し、
MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを開始します。

Router(config)# ethernet mac-tunnel virtual 1
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ステップ 10

コマンドまたはアクション

目的

bridge-domain bridge-id

MAC トンネルをブリッジ ドメイン インスタンスに
バインドします。

例：
Router(config-tunnel-minm)# bridge-domain 100

ステップ 11

service instance id ethernet

例：

特定の I-SID カプセル化に対応する EFP を定義し、
トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config-tunnel-minm)# service instance 31
ethernet

ステップ 12

encapsulation dot1ah isid isid

指定した I-SID に対して dot1ah カプセル化を設定し
ます。

例：
Router(config-tunnel-srv)# encapsulation dot1ah
isid 10000

ステップ 13

bridge-domain bridge-id c-mac

カスタマー ドメインとしてブリッジ ドメインを設定
します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# bridge-domain 10 c-mac

ステップ 14

exit

トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# exit

ステップ 15

service instance id ethernet

例：

特定の I-SID カプセル化に対応する EFP を定義し、
トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config-tunnel-minm)# service instance 41
ethernet

ステップ 16

encapsulation dot1ah isid isid

指定した I-SID に対して dot1ah カプセル化を設定し
ます。

例：
Router(config-tunnel-srv)# encapsulation dot1ah
isid 20000

ステップ 17

bridge-domain bridge-id c-mac

カスタマー ドメインとしてブリッジ ドメインを設定
します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# bridge-domain 20 c-mac

ステップ 18

exit

トンネル サービス コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-tunnel-srv)# exit

ステップ 19

exit

MAC-in-MAC トンネル コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-tunnel-minm)# exit
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ステップ 20

コマンドまたはアクション

目的

l2 vfi vfi-name manual

仮想転送インスタンスを設定し、L2 VFI ポイント
ツーポイント コンフィギュレーション モードを開始
します。

例：
Router(config)# l2 vfi myvfi manual

ステップ 21

vpn id vpn-id

VPN Routing and Forwarding（VRF）インスタンス
で、VPN ID を設定します。

例：
Router(config-vfi)# vpn id 20

ステップ 22

neighbor ipaddress vcid encapsulation mpls

ポイントツーポイント レイヤ 2 VFI 接続を形成する
最初のルータを指定します。

例：
Router(config-vfi)# neighbor 172.16.10.12 2000
encapsulation mpls

ステップ 23

neighbor ipaddress vcid encapsulation mpls

ポイントツーポイント レイヤ 2 VFI 接続を形成する
2 番目のルータを指定します。

例：
Router(config-vfi)# neighbor 172.16.200.120
2000 encapsulation mpls

ステップ 24

L2 VFI ポイントツーポイント コンフィギュレーショ

exit

ン モードを終了します。
例：
Router(config-vfi)# exit

ステップ 25

interface vlan vlanid

ダイナミック SVI 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。

例：
Router(config)# interface vlan 1000

ステップ 26

xconnect ipaddress vc-id encapsulation mpls

例：
Router(config-if)# xconnect 10.243.245.11 100
encapsulation mpls

ステップ 27

exit

接続回線を疑似ワイヤにバインドし、AToM スタ
ティック疑似ワイヤを設定します。

• 疑似ワイヤでデータをカプセル化するためのト
ンネリング方法として、MPLS を指定します。
グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま
す。

例：
Router(config-if)# exit

プロバイダー バックボーン ブリッジでの MAC-in-MAC の
設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「L2 ブリッジング ネットワーク用 MAC-in-MAC 設定：例」（P.18）
• 「Ethernet over MPLS ネットワーク用 MAC-in-MAC の設定：例」（P.19）
• 「VPLS ネットワーク用 MAC-in-MAC の設定：例」（P.19）
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L2 ブリッジング ネットワーク用 MAC-in-MAC 設定：例
次の例では、GigabitEthernet 1/0、GigabitEthernet 2/0、および GigabitEthernet 3/0 インターフェイス
で UNI 設定を実行します。MAC-in-MAC トンネルの設定には、デフォルトの MAC トンネル宛先ア
ドレスおよび宛先マップを設定するためのコマンドが含まれます。NNI の設定は、GigabitEthernet 1/2
インターフェイスで実行します。また、スイッチポートまたは External Interface（EI）ベースの NNI
に対するオプションを示します。

（注）

スイッチポート NNI の設定では、VLAN ID は、MAC トンネルで設定したブリッジ ドメイン ID と同
じです。EI NNI の設定では、NII インターフェイスでサービス インスタンスを設定し、ブリッジ ドメ
インを使用して、MAC トンネルからサービス インスタンスへのバインディングを実行します。

UNI（入力）の設定
interface gigabitethernet 1/0
service instance 10 ethernet
encapsulation dot1q 10
bridge-domain 20 c-mac
service instance 20 ethernet
encapsulation dot1q 20
bridge-domain 30 c-mac
interface gigabitethernet 2/0
service instance 10 ethernet
encapsulation dot1q 10
bridge-domain 20 c-mac
service instance 30 ethernet
encapsulation dot1q 20
bridge-domain 30 c-mac
interface gigabitethernet 3/0
service instance 10 ethernet
encapsulation dot1q 10
bridge-domain 20 c-mac

MAC-in-MAC トンネルの設定
ethernet mac-tunnel virtual 1
bridge-domain 100
mac tunnel address destination default 4444.1111.1111
service instance 10 ethernet
encapsulation dot1ah isid 10000
bridge-domain 20 c-mac
service instance 20 ethernet
encapsulation dot1ah isid 20000
bridge-domain 30 c-mac
mac tunnel address destination map 3333.1111.1111 5555.2222.2222

スイッチポート NNI（出力）の設定
interface gigabitethernet 1/2
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100

EI NNI（出力）の設定
interface gigabitethernet 1/2
service instance 20 ethernet
encapsulation dot1q
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bridge-domain 100

Ethernet over MPLS ネットワーク用 MAC-in-MAC の設定：例
次に、2 つの 802.1ah ネットワークが MPLS を使用して接続される場合に、BEB を設定する方法の例
を示します。

UNI（入力）の設定
interface gigabitethernet 1/1
service instance 15 ethernet
encapsulation dot1q 20
bridge-domain 10 c-mac

MAC-in-MAC トンネルの設定
ethernet mac-tunnel virtual 1
bridge-domain 1000
service instance 500 ethernet
encapsulation dot1ah isid 10000
bridge-domain 10 c-mac

SVI の設定
interface vlan 1000
xconnect 10.243.245.11 100 encapsulation mpls

VPLS ネットワーク用 MAC-in-MAC の設定：例
次に、2 つの 802.1ah ネットワークが VPLS を使用して接続される場合に、BEB を設定する方法の例
を示します。802.1ah パケットは、VPLS 疑似ワイヤ内でカプセル化されます。

UNI（入力）の設定
interface gigabitethernet 1/1
service instance 21 ethernet
encapsulation dot1q 20
bridge-domain 10 c-mac

MAC-in-MAC トンネルの設定
ethernet mac-tunnel virtual 1
bridge-domain 100
service instance 31 ethernet
encapsulation dot1ah isid 10000
bridge-domain 10 c-mac
service instance 41 ethernet
encapsulation dot1ah isid 30000
bridge-domain 20 c-mac

VFI の設定
l2 vfi myvfi manual
vpn id 20
neighbor 172.16.10.12 2000 encapsulation mpls
neighbor 172.16.200.120 2000 encapsulation mpls
vpn id vpn-id

SVI の設定
interface vlan 100
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xconnect vfi vfi100

その他の参考資料
ここでは、プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah 機能に関連する参考資料を示し
ます。

関連資料
関連項目

参照先

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

MAC-in-MAC コマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

規格
規格

IEEE 802.1ah

タイトル
『IEEE 802.1ah - Provider Backbone Bridges 』

MIB
MIB

MIB リンク

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah
に関する機能情報
表 3 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあります。
特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 3

表 3 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

7600 用 802.1ah/EVC2.0 （インフラスト

12.2(33)SRE

プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE 802.1ah 機
能は、EVC での MAC-in-MAC を可能にします。

ラクチャ）

Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、この機能は Cisco 7600
シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してください。

• 「プロバイダー バックボーン ブリッジにおける IEEE
802.1ah について」（P.2）
• 「プロバイダー バックボーン ブリッジでの MAC-in-MAC
の設定方法」（P.7）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。
bridge-domain、clear bridge-domain mac table、
description、encapsulation dot1ah isid、ethernet mac-tunnel
virtual、mac tunnel address destination default、mac tunnel
address destination map、service instance ethernet
（mac-tunnel）、show bridge-domain、show ethernet
mac-tunnel engine slot、show ethernet service instance、

show ethernet service mac-tunnel

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号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、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、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
アドレスおよび電話番号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。

© 2009 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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イーサネット ローカル管理インターフェイス
のイネーブル化
イーサネット Local Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）は、イーサネット
レイヤ Operation, Administration, and Maintenance（OAM; 保守運用管理）プロトコルです。イーサ
ネット LMI は、Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスの自動設定に必要な情報を提供す
るとともに、大規模イーサネット Metropolitan-Area Network（MAN; メトロポリタン エリア ネット
ワーク）および WAN 向けの Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）のステータ
ス情報を提供します。イーサネット LMI は特に、CE デバイスに対し、EVC の動作ステータスおよび
EVC が追加または削除された時刻を通知します。また、EVC のアトリビュートおよび EC デバイスへ
の User-Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）も通知します。
イーサネットが MAN および WAN テクノロジーとして使用されるようになり、従来のエンタープライ
ズ ネットワークのみを中心としたイーサネットの運用に加え、新しい OAM 要件に対応する必要があ
ります。イーサネット テクノロジーが、エンタープライズ ネットワークよりもはるかに大規模で複雑
なネットワークと、広範なユーザ ベースを持つサービス プロバイダーの領域に拡大するのに伴い、リ
ンク アップタイムの運用管理が不可欠になっています。さらに重要なことに、障害の迅速な分離とそ
の対処は、今や通常の日常的運用で必須であり、OAM がサービス プロバイダーの競争力に直接影響を
及ぼします。

この章で紹介する機能情報の入手方法
お使いの Cisco IOS ソフトウェアが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。このモジュールで説明される特定機能に関する情報へのリンク、および各機能がサ
ポートされるリリースの一覧については、「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル
化に関する機能情報」（P.9）を参照してください。

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
Cisco Catalyst OS 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。Cisco Feature Navigator
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。

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
この章の構成

この章の構成
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する前提条件」（P.2）
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する制約事項」（P.2）
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する情報」（P.2）
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化の方法」（P.4）
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスの設定例」（P.6）
• 「その他の参考資料」（P.7）
• 「イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する機能情報」（P.9）
• 「用語集」（P.10）

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
に関する前提条件
ビジネス上の要件
• サービス プロバイダーのネットワークに、Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）
などのイーサネット OAM が実装され、動作している。

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
に関する制約事項
• イーサネット LMI は、イーサネット CFM を通じて EVC のステータス、EVC に関連するリモー
ト UNI ID、およびリモート UNI ステータスを取得します。
• イーサネット LMI CE は、ルーティング プラットフォームのルーティング ポートでのみ使用可能
です。スイッチング プラットフォームにおけるイーサネット LMI PE 機能の詳細については、
『Cisco ME 3400 Switch Software Configuration Guide』、Release 12.2(25)SEG の「Configuring
Ethernet CFM and E-LMI」を参照してください。
• Cisco IOS ソフトウェア Release 12.4(9)T のイーサネット LMI は、CE デバイスの自動設定をサ
ポートしません。

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
に関する情報
イーサネット LMI を設定するには、次の概念を理解する必要があります。

• 「EVC」（P.3）
• 「イーサネット LMI」（P.3）
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EVC
Metro Ethernet Forum によって定義されているように、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット
仮想回線）は、ポート レベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレ
イヤ 2 回線です。CE デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへ
の代替パスを検索したり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム
リレーや ATM など）でバックアップ パスにフォールバックしたりすることができます。

イーサネット LMI
イーサネット LMI は、大規模イーサネット MAN および WAN における CE デバイスと PE デバイス
間のイーサネット レイヤ OAM プロトコルです。サービス プロバイダーが、サービス パラメータや、
User Provider Edge（UPE; ユーザ プロバイダー エッジ）デバイスからのパラメータ変更を使用して、
CE デバイスを自動設定するための情報を提供します。
図 1 に、ネットワーク内でイーサネット LMI が機能する場所を示します。
イーサネット LMI が機能するネットワーク内の場所
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図 1

LMI はまた、大規模イーサネット MAN および WAN におけるイーサネット EVC のステータスを CE
に通知します。イーサネット LMI は特に、CE デバイスに対し、EVC の動作ステータスおよび EVC
が追加または削除された時刻を通知します。イーサネット LMI はまた、EVC および UNI アトリ
ビュートを CE デバイスに伝達します。
MEF 16 Technical Specification に定義されているように、イーサネット LMI プロトコルには、次の手
順が含まれています。

• EVC の追加時に、CE に通知する
• EVC の削除時に、CE に通知する
• 設定済みの EVC について、使用可能性の状態情報を CE に通知する
• UNI アトリビュートおよび EVC アトリビュートを CE に通知する

イーサネット LMI の利点
イーサネット LMI には次のような利点があります。

• EVC のエンドツーエンド ステータスの CE デバイスへの伝達
• EVC アトリビュートおよび UNI アトリビュートの CE デバイスへの伝達
• サービス プロバイダーの競争上の優位性
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イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
の方法
イーサネット LMI をイネーブルにするには、次のタスクを実行します。

• 「サポートされているすべてのインターフェイスにおけるイーサネット LMI のイネーブル化」
（P.4）
• 「サポートされている単一のインターフェイスにおけるイーサネット LMI のイネーブル化」（P.5）

サポートされているすべてのインターフェイスにおけるイーサネット LMI
のイネーブル化
デバイス上のすべてのインターフェイスでイーサネット LMI をイネーブルにするには、次のタスクを
実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet lmi global
4. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet lmi global

例：

デバイス上のサポートされているすべてのインター
フェイスにおけるイーサネット LMI をイネーブルに
します。

Router(config)# ethernet lmi global

ステップ 4

end

例：
Router# end

4

CLI を特権 EXEC モードに戻します。
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サポートされている単一のインターフェイスにおけるイーサネット LMI の
イネーブル化
特定のサポートされているインターフェイス上でイーサネット LMI をイネーブルにするには、次のタ
スクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet lmi interface
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
します。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

インターフェイスを指定し、CLI をインターフェイ
ス コンフィギュレーション モードにします。

例：
Router(config)# interface ethernet 0/0

ステップ 4

ethernet lmi interface

インターフェイス上でイーサネット LMI をイネーブ
ルにします。

例：
Router(config-if)# ethernet lmi interface

ステップ 5

end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router# end
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イーサネット ローカル管理インターフェイスの設定例
この項では、CE デバイス上のすべてのインターフェイス上（グローバルに）と、CE デバイスの特定
のインターフェイス上で、イーサネット LMI をイネーブルにするための設定例を示します。

• 「サポートされているすべてのインターフェイスにおけるイーサネット LMI のイネーブル化：例」
（P.6）
• 「サポートされている単一のインターフェイスにおけるイーサネット LMI のイネーブル化：例」
（P.6）

サポートされているすべてのインターフェイスにおけるイーサネット LMI
のイネーブル化：例
次に、デバイス上でサポートされているすべてのインターフェイスでイーサネット LMI をイネーブル
にする例を示します。
enable
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ethernet lmi global
end
00:06:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed p

サポートされている単一のインターフェイスにおけるイーサネット LMI の
イネーブル化：例
次に、単一のインターフェイスにおいて、イーサネット LMI をイネーブルにする例を示します。
enable
configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
interface ethernet 0/0
ethernet lmi interface
end
00:05:51: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
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その他の参考資料
ここでは、イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化の関連資料について説明します。

関連資料
関連トピック
イーサネット接続障害管理

参照先
『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network」

サービス プロバイダー ネットワークでの CFM および 『Cisco ME 3400 Switch Software Configuration Guide, Rel.
12.2(25)SEG』

E-LMI の設定

サービス プロバイダー ネットワークでのイーサネッ
ト LMI の設定に使用するコマンド

『Cisco ME 3400 Switch Command Reference, Rel. 12.2(25)SEG』

プロバイダー エッジにおけるイーサネット LMI

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Local Management Interface at a Provider
Edge」

規格
標準

タイトル

Metro Ethernet Forum 16 Technical Specification

『Technical Specification MEF 16- Ethernet Local Management
Interface』

IEEE P802.1ag/D5.2

『Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks』

ITU-T Q.3/13

『Liaison statement on Ethernet OAM (Y.17ethoam)』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

MIB
MIB

MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/techsupport

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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。

8

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する機能情報

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化
に関する機能情報
表 2 は、この機能のリリース履歴です。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 2

表 2 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリース トレインのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリース トレインでもサポートされます。

イーサネット ローカル管理インターフェイスのイネーブル化に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

イーサネット ローカル管理インターフェイス

12.4(9)T
12.2(33)SRB
12.4(15)T2

イーサネット LMI は、イーサネット レイヤ OAM プロト
コルです。CE デバイスの自動設定に必要な情報を提供す
るとともに、大規模イーサネット MAN および WAN 向け
の EVC のステータスを提供します。
この機能は、Cisco 7600 ルータの Cisco IOS Release
12.2(33)SRB で実装されました。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。clear
ethernet lmi statistics、debug ethernet lmi、ethernet
lmi、ethernet lmi global、ethernet lmi interface、show

ethernet lmi
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用語集
CE：Customer Edge（カスタマー エッジ）。UNI のカスタマー側にあるエッジ機器です。
CE-VLAN ID：CE-VLAN の ID。
E-LMI：Ethernet Local Management Interface（イーサネット ローカル管理インターフェイス）。イー
サネット レイヤ OAM プロトコルです。CE デバイスの自動設定に必要な情報を提供するとともに、大
規模イーサネット MAN および WAN 向けの Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接
続）のステータス情報を提供します。

EVC：Ethernet Virtual Connection（イーサネット仮想接続）。複数のユーザ ネットワーク インター
フェイスのアソシエーションです。

OAM：Operations, Administration, and Maintenance（運用管理および保守）。複数の標準化団体が、
運用管理および保守に関するプロトコルと手順を説明するために使用する用語です。たとえば、ATM
OAM や IEEE 標準 802.3ah OAM のように使用されます。
PE：Provider Edge（プロバイダー エッジ）。UNI のサービス プロバイダー側にあるエッジ機器です。
UNI：User-Network Interface（ユーザ ネットワーク インターフェイス）。カスタマーの機器に接続さ
れているオペレータのブリッジ部分を表す一般用語。UNI には、多くの場合 C-VLAN 対応のブリッジ
コンポーネントが含まれます。UNI という用語は、IEEE P802.1ag/D5.2 標準で、LMI の多様な機能の
目的を説明する場合に広く使用されます。
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2006–2009 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2006–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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リモート ポート シャットダウンの設定
リモート ポート シャットダウン機能は、Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）
ネットワークのイーサネット Local Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）を
使用して、リモート リンクのステータスを Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスに伝播
します。

この章で紹介する機能情報の入手方法

お使いの Cisco IOS ソフトウェアが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。このモジュールに記載されている機能に関するマニュアルへのリンク、および各機
（P.7）を参照し
能がサポートされているリリースに関するリストについては、「コマンド リファレンス」
てください。

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
Cisco Catalyst OS 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。Cisco Feature Navigator
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。

目次
• 「リモート ポート シャットダウンの設定に関する前提条件」（P.2）
• 「リモート ポート シャットダウンの設定に関する制約事項」（P.2）
• 「リモート ポート シャットダウンの設定について」（P.2）
• 「リモート ポート シャットダウンの設定方法」（P.3）
• 「リモート ポート シャットダウンの設定例」（P.4）
• 「その他の参考資料」（P.5）
• 「コマンド リファレンス」（P.7）
• 「リモート ポート シャットダウンの設定に関する機能情報」（P.7）

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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リモート ポート シャットダウンの設定に関する前提条件
• リモート ポート シャットダウン機能を動作させるには、イーサネット LMI がイネーブルになって
いる必要があります。

リモート ポート シャットダウンの設定に関する制約事項
• Connectivity Fault Management と Lightweight Directory Protocol（LDP）は、同時には設定でき
ません。

リモート ポート シャットダウンの設定について
リモート ポート シャットダウン機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「イーサネット仮想回線」（P.2）
• 「イーサネット LMI」（P.2）
• 「OAM マネージャ」（P.3）
• 「リモート ポート シャットダウンの利点」（P.3）

イーサネット仮想回線
Metro Ethernet Forum によって定義されている Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）
は、ポート レベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイヤ 2 回線
です。CE デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの代替パス
を検索したり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム リレーや
ATM など）でバックアップ パスにフォールバックしたりします。

イーサネット LMI
イーサネット LMI は、CE デバイスと Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスの間のイー
サネット Operations, Administration, and Maintenance（OAM; 運用管理およびメンテナンス）プロト
コルです。イーサネット LMI は、CE デバイスの自動設定に必要な情報を提供するとともに、大規模
イーサネット Metropolitan Area Network（MAN; メトロポリタン エリア ネットワーク）および WAN
に対応するための EVC のステータスを提供します。イーサネット LMI は特に、PE-CE User Network
Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）リンク上でだけ動作し、CE デバイスに対し、
EVC の動作ステータスおよび EVC が追加または削除された時刻を通知します。イーサネット LMI は、
EVC のアトリビュートも通知します。
イーサネット LMI は、イーサネット Connectivity Fault Management（CFM; 接続障害管理）および
LDP と連動します。この場合、イーサネット LMI は OAM マネージャに依存して LDP と相互動作し、
ローカル CE にリモート リンクのステータスを報告します。
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OAM マネージャ
OAM マネージャは、OAM とプロトコルの間の相互作業を簡略化するためのインフラストラクチャ要
素です。OAM マネージャには、2 つのインターワーキング OAM プロトコル（ここでは、イーサネッ
ト LMI と MPLS LDP）が必要です。
CE 側のイーサネット LMI と OAM マネージャの間では、相互作用は不要です。User-Facing Provider
Edge（UPE; ユーザ側プロバイダー エッジ）側で、OAM マネージャは、イーサネット CFM から収集
されたデータをイーサネット LMI デバイスへ渡す抽象レイヤを定義します。
デバイスの UPE 側のイーサネット LMI と OAM マネージャの間では、相互作用は OAM マネージャか
らイーサネット LMI への単方向で行われます。イーサネット LMI 要求の結果として、または、OAM
マネージャが OAM プロトコルから EVC ステータスが変更されたという通知を受信したときに OAM
マネージャがトリガーすることで、情報が交換されます。この場合、この変更は、リモート リンクの
ステータスの変更と呼ばれます。

リモート ポート シャットダウンの利点
リモート ポート シャットダウン機能は、イーサネット LMI と MPLS、LDP、および OAM との直接相互
作用を提供します。CFM/802.1ag がネットワークで稼動していないとき、リモート ポート シャットダウ
ンによって CE にリンク ステータスを通知でき、MPLS または疑似ワイヤがダウンした場合に CE からの
トラフィックを停止できます。図 1 に、リモート リンクがダウンしている EoMPLS ネットワークを示し
ます。
リモート PE-CE リンクがダウンしている EoMPLS ネットワーク

CE1

PE1
MPLS

ࠗࠨࡀ࠶࠻

CE2

PE2

EoMPLS

X
ࡕ࠻
ࠗࠨࡀ࠶࠻

230317

図 1

リモート ポート シャットダウンの設定方法
リモート ポート シャットダウン機能を設定するには、次のタスクを実行します。

• 「OAM プロトコルとしての LDP の指定」（P.3）

OAM プロトコルとしての LDP の指定
OAM プロトコルとして LDP を指定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet evc evc-id
4. oam protocol {cfm svlan svlan-id domain domain-name | ldp}
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5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet evc evc-id

EVC を定義し、EVC コンフィギュレーション モー
ドを開始します。

例：
Router(config)# ethernet evc evc10

ステップ 4

oam protocol {cfm svlan svlan-id domain
domain-name | ldp}

OAM プロトコルとして CFM または LDP を設定し
ます。

• この例では、設定するプロトコルは LDP です。

例：
Router(config-evc)# oam protocol ldp

ステップ 5

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-evc)# end

リモート ポート シャットダウンの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「OAM プロトコルとしての LDP の指定およびサービス インスタンスと EVC の関連付け：例」
（P.4）
• 「インターフェイス上での Xconnect の直接設定：例」（P.5）

OAM プロトコルとしての LDP の指定およびサービス インスタンスと
EVC の関連付け：例
この例では、EVC pw_evc の OAM プロトコルが LDP として指定され、サービス インスタンス 1 が
EVC に関連付けられます。
Router(config)# ethernet evc pw_evc
Router(config-evc)# oam protocol ldp
Router(config-evc)# uni count 2
Router(config-evc)# exit
Router(config)# pseudowire-class vlan-xconnect
Router(config-pw-class)# encapsulation mpls
Router(config-pw-class)# interworking
Router(config-pw-class)# exit
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Router(config)# interface ethernet 0/0
Router(config-if)# ethernet lmi interface
Router(config-if)# ethernet uni id ce1
Router(config-if)# service instance 1 ethernet pw_evc
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 2
Router(config-if-srv)# xconnect10.2.2.2 123 pw-class vlan-xconnect
Router(config_if-srv)# exit

インターフェイス上での Xconnect の直接設定：例
この例では、インターフェイス上で直接 Xconnect が設定されます。
Router(config)# interface ethernet 0/0
Router(config-if)# xconnect 2.2.2.2 123 pw-class vlan-xconnect
Router(config-if)# ethernet lmi interface
Router(config-if)# ethernet uni id ce1
Router(config-if)# service instance 1 ethernet pw_evc
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 2
Router(config_if-srv)# exit

その他の参考資料
ここでは、リモート ポート シャットダウン機能の設定に関連する参考資料を示します。

関連資料
関連項目

参照先

イーサネット CFM

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network」

イーサネット LMI

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Local Management Interface」

PE デバイス上でのイーサネット LMI の設定

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』の
「Configuring Ethernet Local Management Interface at a Provider
Edge」

Ethernet over MPLS

『Ethernet over MPLS for the Cisco 7600 Series Internet Routers』

規格
規格

タイトル

IEEE P802.1ag/D5.2

『Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

ITU-T Q.3/13

『Liaison statement on Ethernet OAM (Y.17ethoam)』

Metro Ethernet Forum 16 Technical Specification

『Technical Specification MEF 16- Ethernet Local Management
Interface』
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MIB
MIB

MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ
れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/command/reference/ce_book.html）を参照してくださ
い。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にあ
る Command Lookup Tool を使用するか、Cisco IOS マスター コマンド リストを参照してください。

• oam protocol

リモート ポート シャットダウンの設定に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがありま
す。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

リモート ポート シャットダウンの設定に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

リモート ポート シャットダウン

12.2(33)SRB

リモート ポート シャットダウン機能は、EoMPLS ネット
ワークのイーサネット LMI を使用して、リモート リンク
のステータスを CE デバイスに伝播します。

Release 12.2(33)SRB では、この機能が Cisco 7600 ルータ
に実装されました。
この機能で、oam protocol コマンドが追加されました。
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2007 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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プロバイダー エッジのイーサネット ローカル
管理インターフェイスの設定
イーサネットが Metropolitan-Area Network（MAN; メトロポリタンエリア ネットワーク）および
WAN テクノロジーとして使用されるようになり、従来のエンタープライズ ネットワークのみを中心と
したイーサネットの運用に加え、新しい Operation, Administration, and Maintenance（OAM; 保守運用
管理）要件に対応する必要があります。イーサネット テクノロジーが、エンタープライズ ネットワー
クよりもはるかに大規模で複雑なネットワークと、広範なユーザ ベースを持つサービス プロバイダー
の領域に拡大するのに伴い、リンク アップタイムの運用管理が不可欠になっています。さらに重要な
ことに、障害の迅速な分離とその対処は、今や通常の日常的運用で必須であり、OAM がサービス プロ
バイダーの競争力に直接影響を及ぼします。
このモジュールでは、Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）デバイスの OAM プロトコルである
イーサネット Local Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）に関する一般情報
を提供します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「プロバイダー エッジのイーサネット
ローカル管理インターフェイスの設定に関する技術情報」（P.16）を参照してください。

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、Cisco
Catalyst OS ソフトウェア イメージ、および Cisco IOS XE 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。Cisco Feature Navigator 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。

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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目次

目次
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関する前提条件」
（P.2）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関する制約事項」
（P.2）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定について」（P.3）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定方法」（P.6）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定例」（P.12）
• 「その他の参考資料」（P.13）
• 「コマンド リファレンス」（P.15）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関する技術情報」
（P.16）

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定に関する前提条件
• イーサネット OAM がネットワークで動作可能な状態になっている必要があります。
• イーサネット OAM が動作するには、接続の PE 側でイーサネット Connectivity Fault Management
（CFM; 接続障害管理）およびイーサネット LMI が実行されている必要があります。
• PE デバイスで Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイスへの接続に使用するすべての
VLAN が、その CE デバイス上でも作成されている必要があります。
• Non-Stop Forwarding（NSF）および In Service Software Upgrade（ISSU）を使用するには、Stateful
Switchover（SSO）が設定され、正しく動作する必要があります。

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定に関する制約事項
• イーサネット LMI はルーテッド ポート、EtherChannel ポート チャネル、および EtherChannel、
プライベート VLAN ポート、IEEE 802.1Q トンネル ポート、または Ethernet over Multiprotocol
Label Switching（EoMPLS）ポートに属するポートではサポートされていません。
• イーサネット LMI は、VLAN インターフェイスでは設定できません。
• High Availability（HA; ハイ アベイラビリティ）機能の NSF/SSO—E-LMI サポートおよび
ISSU—E-LMI サポートは、CE デバイスではサポートされません。
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プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定について
イーサネット LMI を PE デバイスで設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「イーサネット仮想回線」（P.3）
• 「イーサネット LMI」（P.3）
• 「イーサネット CFM」（P.4）
• 「OAM マネージャ」（P.4）
• 「プロバイダー エッジにおけるイーサネット LMI の利点」（P.4）
• 「イーサネット LMI でサポートされる HA 機能」（P.5）
• 「E-LMI での NSF/SSO サポート」（P.5）
• 「E-LMI での ISSU サポート」（P.6）

イーサネット仮想回線
Metro Ethernet Forum によって定義されている Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）
は、ポート レベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイヤ 2 回線
です。CE デバイスは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの代替パス
を検索したり、場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム リレーや
ATM など）でバックアップ パスにフォールバックしたりすることができます。

イーサネット LMI
イーサネット LMI は、CE デバイスと PE デバイスの間のイーサネット OAM プロトコルです。イーサ
ネット LMI は、CE デバイスに対し、大規模イーサネット MAN および WAN に対応するための EVC
のステータスを提供し、CE デバイスの自動設定に必要な情報を提供します。イーサネット LMI は特
に、PE-CE User Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）リンク上で動作し、
CE デバイスに対し、EVC の動作ステータスおよび EVC が追加または削除された時刻を通知します。
イーサネット LMI は、EVC のアトリビュートも通知します。
イーサネット LMI は、イーサネット CFM（プロバイダー ネットワーク内で動作する OAM プロトコ
ル）と連動し、OAM ステータスを収集します。イーサネット CFM は、プロバイダー メンテナンス レ
ベル（UNI の User Provider Edge（UPE; ユーザ プロバイダー エッジ）から UPE）で動作します。
イーサネット LMI は OAM Ethernet Infrastructure（EI; イーサネット インフラストラクチャ）に依存
して CFM と相互動作し、CFM ドメイン間の EVC のエンドツーエンド ステータスを学習します。
イーサネット LMI は、デフォルトではグローバルにディセーブルになっています。イーサネット LMI
をグローバルにイネーブルにすると、すべてのインターフェイスが自動的にイネーブルになります。
イーサネット LMI をインターフェイスでイネーブルまたはディセーブルにして、グローバル コンフィ
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ギュレーションを上書きすることもできます。最後に実行されたイーサネット LMI コマンドが優先さ
れます。EVC、イーサネット サービス インスタンス、UNI は定義されていません。また、UNI バンド
リング サービスは多重にバンドリングされています。

イーサネット CFM
イーサネット CFM は、サービスインスタンスごと（VLAN ごと）のエンドツーエンド イーサネット
レイヤ OAM プロトコルで、予防的な接続のモニタリング、障害検証、および障害切り離しの機能を備
えています。エンドツーエンド CFM は、PE デバイスから PE デバイス、または CE デバイスから CE
デバイスです。イーサネット CFM の詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration
Guide』の「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service Provider Network」を参
照してください。

OAM マネージャ
OAM マネージャは、OAM とプロトコルの間の相互作業を簡略化するためのインフラストラクチャ要
素です。OAM マネージャには、2 つのインターワーキング OAM プロトコル（ここでは、イーサネッ
ト CFM とイーサネット LMI）が必要です。CE 側のイーサネット LMI と OAM マネージャの間では、
相互作用は不要です。UPE 側で、OAM マネージャは、イーサネット CFM から収集されたデータを
イーサネット LMI デバイスへ渡す抽象レイヤを定義します。
デバイスの UPE 側のイーサネット LMI と OAM マネージャの間では、相互作用は OAM マネージャか
らイーサネット LMI への単方向で行われます。イーサネット LMI 要求の結果として、または、OAM
マネージャが OAM プロトコルから UNI の数が変更されたという通知を受信したときに OAM マネー
ジャがトリガーすることで、情報が交換されます。UNI の数の変更によって、EVC ステータスの変更
が発生することがあります。

OAM マネージャは、入手したアクティブ UNI の数と関連する UNI の総数から、EVC ステータスを計
算します。アクティブな UNI の数や特定の Service Provider VLAN（S-VLAN; サービス プロバイダー
VLAN）ドメインのリモート UNI ID のすべての変更を OAM マネージャに通知するには、CFM を設
定する必要があります。
交換される情報には次のものがあります。

• EVC 名および使用可能性ステータス（アクティブ、非アクティブ、部分的にアクティブ、または
未定義）

• リモート UNI 名およびステータス（アクティブ、接続切断、管理上のダウン、過度の Frame
Check Sequence（FCS; フレーム チェック シーケンス）障害、または到達不可）
• リモート UNI 数（予期される UNI の総数とアクティブな UNI の数）

プロバイダー エッジにおけるイーサネット LMI の利点
PE デバイスのイーサネット LMI には、次の利点があります。
• EVC のエンドツーエンド ステータスの CE デバイスへの伝達
• EVC アトリビュートおよび UNI アトリビュートの CE デバイスへの伝達
• サービス プロバイダーの競争上の優位性
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イーサネット LMI でサポートされる HA 機能
イーサネット テクノロジーを使用するアクセスおよびサービス プロバイダー ネットワーク、特に

EVC 接続を管理するイーサネット OAM コンポーネントでは、HA が必須です。エンドツーエンドの
接続ステータスは非常に重要な情報であり、ホット スタンバイの Route Processor（RP; ルート プロ
セッサ）（アクティブ RP と同じソフトウェア イメージが用意され、サポートされる機能やプロトコル
について、RP 間でライン カード、プロトコル、およびアプリケーション状態情報の同期化をサポート
するスタンバイ RP）上で管理する必要があります。
エンドツーエンドの接続ステータスは、イーサネット LMI、CFM、および 802.3ah などのプロトコル
が受信した情報に基づき、CE、PE、およびアクセス集約 PE（uPE）ネットワーク ノードで維持され
ます。EVC のダウン時には、このステータス情報を使用して、トラフィックを停止するか、バック
アップ パスに切り替えます。

NSF/SSO および ISSU サポート拡張は、Cisco 7600 ルータの設定時に自動的に導入され、イネーブル
になります。
Metro Ethernet クライアント（E-LMI、CFM、802.3ah）は、プロトコルを通じて学習した設定データお
よびダイナミック データを維持します。すべてのトランザクションには、多様なデータベースでのデー
タ アクセスまたはデータ更新が関係します。アクティブ モジュールとスタンバイ モジュールの間でデー
タベースが同期化されていれば、これらのモジュールはクライアントに対して透過的に機能します。

Cisco IOS インフラストラクチャは、ホット スタンバイ RP を維持するための、コンポーネントの
Application Programming Interface（API; アプリケーション プログラム インターフェイス）を提供し
ています。Metro Ethernet HA クライアント（E-LMI、HA/ISSU、CFM HA/ISSU、802.3ah
HA/ISSU）は、このようなコンポーネントと相互作用を行い、データベースを更新し、他のコンポー
ネントに対して必要なイベントを発生させます。

イーサネット LMI HA の利点
• Cisco IOS ソフトウェアのイメージ アップグレードの際にも、ネットワークのダウンタイムが生じ
ません。これにより、高い可用性が実現されます。

• 計画済みのシステム停止や深夜のメンテナンス作業の際の、リソースのスケジューリングの問題が
解消されます。

• アップグレード時にネットワークのダウンタイムが生じないため、新しいサービスやアプリケー
ションの導入が加速化し、新しい機能、ハードウェア、修正プログラムの実装が早まります。

• アップグレード時にネットワークのダウンタイムが生じないため、高いサービス レベルを維持し
ながら、サービス停止に伴う運用コストを削減します。

E-LMI での NSF/SSO サポート
冗長構成である SSO および NSF は、イーサネット LMI でサポートされており、自動的に有効です。ア
クティブな RP が故障したとき、ネットワーク デバイスから削除されたとき、またはメンテナンスのため
に手動で停止されたときに、アクティブな RP からスタンバイ RP へのスイッチオーバーが発生します。
Cisco NSF の主要機能は、RP スイッチオーバー後に、IP パケットの転送を継続することです。NSF も、
SSO 機能と連動して、スイッチオーバー後のネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。
『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の「Stateful Switchover」
SSO 機能の詳細については、
『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』の
を参照してください。NSF 機能の詳細については、
「Cisco Nonstop Forwarding」を参照してください。
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E-LMI での ISSU サポート
ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せずに、Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまた
はダウングレードできます。E-LMI は、イーサネット LMI データベース内のパラメータをスタンバイ
RP に更新します。このチェックポイント データを使用するには、ISSU 機能による、異なるリリース
間でのメッセージ変換が必要です。アクティブ RP からスタンバイ RP への更新にメッセージを使用す
るすべてのコンポーネントは、ISSU をサポートする必要があります。ISSU は、イーサネット LMI で
自動的にイネーブルです。
ISSU は、システムによるサービス提供を継続しながらソフトウェアを変更できるので、定期メンテナ
『Cisco IOS High
ンス作業によるネットワークの可用性への影響を抑えます。ISSU の詳細については、
Availability Configuration Guide』の「Cisco OS In Service Software Upgrade Process」を参照してく
ださい。

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定方法
PE デバイスでイーサネット LMI を設定するには、次のタスクを実行します。
• 「イーサネット LMI と CFM の相互作用の設定」（P.6）
• 「イーサネット LMI および OAM マネージャ情報の表示」（P.10）

イーサネット LMI と CFM の相互作用の設定
イーサネット LMI を CFM と連動させるには、EVC、イーサネット サービス インスタンス、および
イーサネット LMI カスタマー VLAN マッピングを設定する必要があります。ほとんどの設定は、CE
に接続されたインターフェイスの PE デバイスで行います。CE デバイスで必要なのは、接続するイン
ターフェイス上でイーサネット LMI をイネーブルにすることだけです。さらに、EVC 定義などの一部
の OAM パラメータを、メトロ ネットワークの両側の PE デバイスで設定する必要があります。

CFM と OAM の相互動作には、内側向き Maintenance Entity Group End Point（MEP）が必要です。

OAM マネージャの設定
（注）

UNI サービス タイプ、EVC、イーサネット サービス インスタンス、または CE-VLAN 設定の設定、
変更、または削除を行うと、すべての設定がチェックされ、各設定が一致する（UNI サービス タイプ
が EVC またはイーサネット サービス インスタンス、および CE-VLAN の設定と一致する）ことが確
認されます。各設定が一致しない場合は、新しい設定は拒否されます。

PE デバイス上に OAM マネージャを設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ethernet cfm domain domain-name level level-id [direction outward]
4. service csi-id vlan vlan-id
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5. exit
6. ethernet evc evc-id
7. oam protocol {cfm svlan svlan-id domain domain-name | ldp}
8. uni count value [multipoint]
9. exit
10. OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメインを定義するには、ステップ 3 ～ 9 を繰り
返します。

11. interface type number
12. service instance id ethernet [evc-id]
13. ethernet lmi ce-vlan map {vlan-id [untagged] | any | default | untagged}
14. exit
15. ethernet uni [bundle [all-to-one] | id uni-id | multiplex]
16. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id
[direction outward]

CFM ドメインを定義し、ドメイン レベルを設定し、
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン
ターフェイス）をイーサネット CFM コンフィギュ

例：

レーション モードにします。

Router(config)# ethernet cfm domain cstmr1
level 3

ステップ 4

service csi-id vlan vlan-id

メンテナンス ドメイン内で、ユニバーサルに一意の
CSI と VLAN を設定します。

例：
Router(config-ether-cfm)# service csi2 vlan 10

ステップ 5

exit

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-ether-cfm)# exit

ステップ 6

ethernet evc evc-id

EVC を指定し、CLI を EVC コンフィギュレーショ
ン モードにします。

例：
Router(config)# ethernet evc 50
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ステップ 7

コマンドまたはアクション

目的

oam protocol {cfm svlan svlan-id domain
domain-name | ldp}

EVC OAM プロトコルを CFM として設定し、ステッ
プ 3 および 4 で設定した CFM ドメイン メンテナン
ス レベルの S-VLAN-ID を指定します。

例：
Router(config-evc)# oam protocol cfm svlan 10
domain cstmr1

ステップ 8

uni count value [multipoint]

例：
Router(config-evc)# uni count 3

（注）

マンドが拒否され、エラー メッセージが表示
されます。
（任意）EVC の UNI の数を設定します。

• コマンドを実行しなかった場合、デフォルトの
ポイントツーポイント サービスに設定されます。
2 を入力すると、ポイントツーマルチポイント
サービスがオプションになります。3 以上の値を
入力すると、サービスはポイントツーマルチポ
イント サービスとなります。
（注）

ステップ 9

exit

CFM ドメインが存在しない場合は、このコ

エンドポイントの数よりも大きな数値を入力
すると、すべてのエンドポイントが稼動して
いても、UNI ステータスが部分的にアクティ
ブになります。エンドポイントの数よりも小
さな UNI 数を入力すると、エンドポイントが
稼動していなくても、ステータスがアクティ
ブになることがあります。

CLI をグローバル コンフィギュレーション モードに
戻します。

例：
Router(config-evc)# exit

ステップ 10

OAM マネージャがモニタリングする別の CFM ドメインを定義するには、ステップ 3 ～ 9 を繰り返します。

ステップ 11

interface type number

例：

CE デバイスに接続されている物理インターフェイス
を指定し、CLI をインターフェイス コンフィギュ
レーション モードにします。

Router(config)# interface ethernet 1/3

ステップ 12

service instance id ethernet [evc-id]

例：
Router(config-if)# service instance 400
ethernet 50

インターフェイス上でイーサネット サービス インス
タンスを設定し、CLI をイーサネット サービス コン
フィギュレーション モードにします。

• イーサネット サービス インスタンス ID は、イ
ンターフェイスごとのサービス ID で、VLAN に
はマップされません。

ステップ 13

ethernet lmi ce-vlan map {vlan-id [untagged] |
any | default | untagged}

特定の UNI にイーサネット LMI カスタマー VLAN
EVC マップを設定します。

例：
Router(config-if-srv)# ethernet lmi ce-vlan map 30

ステップ 14

exit

CLI をインターフェイス コンフィギュレーション
モードに戻します。

例：
Router(config-if-srv)# exit
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ステップ 15

コマンドまたはアクション

目的

ethernet uni [bundle [all-to-one] | id uni-id |
multiplex]

UNI バンドリング アトリビュートを設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet uni bundle

ステップ 16

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end

イーサネット LMI のイネーブル化
設定は、グローバルおよびインターフェイス コンフィギュレーション コマンドが実行される順序に
よって決まります。最後に実行されたコマンドが優先されます。
デバイス上またはインターフェイス上でイーサネット LMI をイネーブルにするには、次のタスクを実
行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. ethernet lmi interface
5. ethernet lmi {n393 value | t392 value}
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：

インターフェイスをイーサネット LMI インターフェ
イスとして設定することを定義し、CLI をインター
フェイス コンフィギュレーション モードにします。

Router(config)# interface ethernet 1/3
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

ethernet lmi interface

インターフェイスでイーサネット LMI を設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet lmi interface

ステップ 5

ethernet lmi {n393 value | t392 value}

イーサネット LMI がグローバルにイネーブルになっ
ている場合は、特定のインターフェイスでディセー
ブルにしないかぎり、すべてのインターフェイスで
イネーブルになります。イーサネット LMI がグロー
バルにディセーブルになっている場合は、このコマ
ンドを使用して、特定のインターフェイスでイネー
ブルにできます。

UNI のイーサネット LMI パラメータを設定します。

例：
Router(config-if)# ethernet lmi n393 10

ステップ 6

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

end

例：
Router(config-if)# end

イーサネット LMI および OAM マネージャ情報の表示
イーサネット LMI または OAM マネージャ情報を表示するには、次のタスクを実行します。すべての
ステップがオプションです。また任意の順序で実行できます。

手順の概要

1. enable
2. show ethernet lmi {{evc [detail evc-id [interface type number] | map interface type number]} |
{parameters | statistics} interface type number | uni map [interface type number]}
3. show ethernet service evc [detail | id evc-id [detail] | interface type number [detail]]
4. show ethernet service instance [detail | id id | interface type number | policy-map | stats]
5. show ethernet service interface [type number] [detail]
手順の詳細

ステップ 1

コマンド

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

show ethernet lmi {{evc [detail evc-id
[interface type number] | map interface type
number]} | {parameters | statistics} interface
type number | uni map [interface type number]}

例：
Router# show ethernet lmi evc
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ステップ 3

コマンド

目的

show ethernet service evc [detail | id evc-id
[detail] | interface type number [detail]]

すべての EVC または特定の EVC に関する情報が表
示されます。

例：
Router# show ethernet service evc

ステップ 4

show ethernet service instance [detail | id id
| interface type number | policy-map | stats]

• この例では、すべてのサービス インスタンスに

例：
Router# show ethernet service instance detail

ステップ 5

カスタマー サービス インスタンスに関する情報が表
示されます。

show ethernet service interface [type number]
[detail]

例：
Router# show ethernet service interface
ethernet 1/3 detail

関する詳細情報が表示されます（次の項を参照
してください）。
すべてのインターフェイスまたは特定のインター
フェイスについて、イーサネット カスタマー サービ
ス インスタンスに関するインターフェイス限定の情
報が表示されます。

• この例では、インターフェイス Ethernet 1/3 の
サービス インスタンスに関する詳細情報が表示
されます（次の項を参照してください）。

例
次に、evc キーワードを使用した show ethernet lmi コマンドの出力例を示します。
Router# show ethernet lmi evc
St EVC Id
Port
--- ------------------------------------------------------------ -------------A EVC_MP2MP_101
Gi0/1
A EVC_P2P_110
Gi0/1

次に、show ethernet service evc コマンドの出力例を示します。
R1# show ethernet service evc
Identifier
50

Type Act-UNI-cnt Status
MP-MP
0
NotDefined

次に、detail キーワードを使用した show ethernet service interface コマンドの出力例を示します。
R1# show ethernet service interface ethernet 1/3 detail
Interface: Ethernet1/3
ID: uni2
CE-VLANS: 30
EVC Map Type: Bundling
Associated EVCs:
EVC-ID
50
Associated Service Instances:
Service-Instance-ID CE-VLAN
400
30

CE-VLAN
30

次に、detail キーワードを使用した show ethernet service instance コマンドの出力例を示します。
R1# show ethernet service instance detail
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Service Instance ID: 400
Associated Interface: Ethernet1/3
Associated EVC: 50
CE-Vlans: 30
State: AdminDown
EFP Statistics:
Pkts In
Bytes In
Pkts Out Bytes Out
0
0
0
0

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定例
ここでは、次の例について説明します。

• 「PE デバイスでのイーサネット OAM マネージャの設定：例」（P.12）
• 「CE デバイスでのイーサネット OAM マネージャの設定：例」（P.12）

PE デバイスでのイーサネット OAM マネージャの設定：例
この例では、PE デバイス上の OAM マネージャ、CFM、およびイーサネット LMI の設定例を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet cfm domain Top level 7
Router(config)# ethernet cfm domain Provider level 4
Router(config-ether-cfm)# service customer_1 vlan 101
Router(config-ether-cfm)# mep crosscheck mpid 404 vlan 101
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)# ethernet cfm domain Operator_level 2
Router(config-ether-cfm)# service operator_1 vlan 101
Router(config-ether-cfm)# exit
Router(config)# ethernet cfm enable
Router(config)# ethernet evc test1
Router(config-evc)# oam protocol cfm svlan 101 domain Provider
Router(config-evc)# exit
Router(config)# ethernet evc 101
Router(config-evc)# uni count 3
Router(config-evc)# oam protocol cfm svlan 101 domain Operator
Router(config-evc)# exit
Router(config)# ethernet lmi global
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet test1
Router(config-if-srv)# ethernet lmi ce-vlan map 101
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# exit
Router(config)# ethernet cfm cc enable level 2-4 vlan 101
Router(config)# exit

CE デバイスでのイーサネット OAM マネージャの設定：例
この例では、CE デバイス上でイーサネット LMI をグローバルに設定する方法を示します。
Router# configure terminal
Router(config)# ethernet lmi global
Router(config)# exit
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その他の参考資料
ここでは、プロバイダー エッジでのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関連する参
考資料を示します。

関連資料
関連項目

参照先

イーサネット CFM

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の
「Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service
Provider Network」

イーサネット LMI

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の「Enabling
Ethernet Local Management Interface」

リモート ポート シャットダウン機能

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide』の
「Configuring Remote Port Shutdown」

イーサネット LMI コマンド

『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

IEEE 802.3ah

『IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile』

Cisco IOS HA 設定情報

『Cisco IOS High Availability Configuration Guide』

規格
規格

タイトル

IEEE P802.1ag/D5.2

『Draft Standard for Local and Metropolitan Area Networks』

ITU-T

『ITU-T Y.1731 OAM Mechanisms for Ethernet-Based Networks』

IETF VPLS OAM

『L2VPN OAM Requirements and Framework』

Metro Ethernet Forum 16 Technical Specification

『Technical Specification MEF 16- Ethernet Local Management
Interface』

ITU-T Q.3/13

『Liaison statement on Ethernet OAM (Y.17ethoam)』

MIB
MIB

MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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
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RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ
れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/cether/command/reference/ ce_book.html）を参照してくださ
い。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup にあ
る Command Lookup Tool を使用するか、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『Cisco IOS Master
Command List, All Releases』を参照してください。

• debug ethernet lmi
• debug ethernet service
• ethernet evc
• ethernet lmi ce-vlan map
• ethernet uni
• oam protocol
• service instance ethernet
• show ethernet service evc
• show ethernet service instance
• show ethernet service interface
• uni count
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プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インター
フェイスの設定に関する技術情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。Cisco IOS
Release 12.2(33)SRB、Cisco IOS Release 12.2(33)SRD、またはそれ以降のリリースで導入または変更
された機能だけを表に示します。
ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、『Cisco IOS Carrier Ethernet

Features Roadmap』を参照してください。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS、Catalyst OS、Cisco IOS XE
ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラット
フォームを確認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）
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表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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表 1

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関する技術情報

機能名

リリース

機能情報

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル
管理インターフェイス

12.2(33)SRB
12.2(33)SXI

イーサネット LMI は、CE デバイスと PE デバイスの間の
イーサネット OAM プロトコルです。イーサネット LMI
は、CE デバイスに対し、大規模イーサネット MAN およ
び WAN に対応するための EVC のステータスを提供し、
CE デバイスの自動設定に必要な情報を提供します。イー
サネット LMI は特に、PE-CE UNI リンク上で動作し、CE
デバイスに対し、EVC の動作ステータスおよび EVC が追
加または削除された時刻を通知します。イーサネット LMI
は、EVC のアトリビュートも通知します。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRB では、この機能が Cisco
7600 シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理イ
ンターフェイスの設定について」（P.3）
• 「イーサネット LMI」（P.3）
• 「OAM マネージャ」（P.4）
• 「プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理イ
ンターフェイスの設定方法」（P.6）
• 「イーサネット LMI と CFM の相互作用の設定」（P.6）
• 「イーサネット LMI および OAM マネージャ情報の表
示」（P.10）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

debug ethernet lmi、debug ethernet service、ethernet
evc、ethernet lmi ce-vlan map、ethernet uni、oam
protocol、service instance ethernet、show ethernet
service evc、show ethernet service instance、show
ethernet service interface、uni count
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表 1

プロバイダー エッジのイーサネット ローカル管理インターフェイスの設定に関する技術情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

E-LMI での ISSU サポート

12.2(33)SRD ISSU を使用すると、パケットのフローを中断せずに、
15.0(1)S
Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまたはダウング
レードできます。ISSU は、システムによるサービス提供
を継続しながらソフトウェアを変更できるので、定期メン
テナンス作業によるネットワークの可用性への影響を抑え
ます。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRD では、この機能が Cisco
7600 シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。
（P.5）
• 「イーサネット LMI でサポートされる HA 機能」

• 「E-LMI での ISSU サポート」（P.6）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

debug ethernet lmi
E-LMI での NSF/SSO サポート

12.2(33)SRD 冗長構成である SSO および NSF は、イーサネット LMI で
15.0(1)S
サポートされており、自動的に有効です。アクティブな
RP が故障したとき、ネットワーク デバイスから削除され
たとき、またはメンテナンスのために手動で停止されたと
きに、アクティブな RP からスタンバイ RP へのスイッチ
オーバーが発生します。Cisco NSF の主要機能は、RP ス
イッチオーバー後に、IP パケットの転送を継続することで
す。NSF も、SSO 機能と連動して、スイッチオーバー後
のネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRD では、この機能が Cisco
7600 シリーズ ルータに追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。
（P.5）
• 「イーサネット LMI でサポートされる HA 機能」

• 「E-LMI での NSF/SSO サポート」（P.5）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

debug ethernet lmi
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2007-2008 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール
リスト

モジュラ式でスケーラブルな方法でパケットをフィルタリングする機能は、ネットワーク セキュリ
ティとネットワーク管理の両方の点で重要です。Access Control List（ACL; アクセス コントロール リ
スト）を使用すると、きめ細かくパケットをフィルタリングできます。メトロ イーサネット ネット
ワークでは、ACL は Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット仮想回線）に直接適用されます。

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストは、MAC アドレスに基づくパケットのフィルタリン
グが可能なセキュリティ機能です。このモジュールでは、ACLs on EVCs を実装する方法について説明
します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コント
ロール リストに関する機能情報」（P.12）を参照してください。

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、Cisco
Catalyst OS ソフトウェア イメージ、および Cisco IOS XE 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。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する前提条件」（P.2）
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する制約事項」（P.2）
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストについて」（P.2）
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定方法」（P.3）
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定例」（P.8）

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト
EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する前提条件

• 「その他の参考資料」（P.10）
• 「コマンド リファレンス」（P.11）
• 「EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する機能情報」（P.12）

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する前
提条件
• サービス インスタンスをどのように設定すべきかに関する知識があること。
• 拡張 MAC ACL と、それをどのように設定すべきかに関する知識があること。

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する制
約事項
• 1 つの ACL に対して最大 16 の Access Control Entry（ACE）を設定できます。
• ラインカードでは、256 以下の異なる（固有の）レイヤ 2 ACL を設定できます（ルータには 256 を
超える ACL を設定できます）。
• レイヤ 2 ACL は着信のみに対して機能します。
• 現在のレイヤ 2 ACL は、許可ルールと拒否ルールで、レイヤ 3 フィルタリング オプションを提供
しています。サービス インスタンスに関係のないオプションは、無視されます。

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストについて
Layer 2 ACLs on EVCs を実装するには、次の概念を理解しておく必要があります。
• 「EVC」
• 「ACL とイーサネット インフラストラクチャの関係」

EVC
Metro Ethernet Forum によって定義されているように、Ethernet Virtual Circuit（EVC; イーサネット
仮想回線）は、ポートレベルのポイントツーポイントまたはマルチポイントツーマルチポイントのレイ
ヤ 2 回線です。これは、プロバイダーからカスタマーに提供されているレイヤ 2 サービスの単一インス
タンスのエンドツーエンド表現です。EVC は、サービスを提供するためのさまざまなパラメータを実
現したものです。サービス インスタンスは、あるルータ上のあるポート上で EVC をインスタンス化し
たものです。
Ethernet Virtual Connection Services（EVCS）は、EVC とサービス インスタンスを使用して、レイヤ
2 スイッチド イーサネット サービスを提供します。Customer Edge（CE; カスタマー エッジ）デバイ
スは EVC ステータスを使用して、サービス プロバイダー ネットワークへの代替パスを検索したり、
場合によっては、イーサネット経由または別の代替サービス経由（フレーム リレーや ATM など）で
バックアップ パスに戻ります。

Metro Ethernet Forum 規格の詳細については、「規格」（P.10）を参照してください。

2

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト
EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定方法

ACL とイーサネット インフラストラクチャの関係
ACL と Ethernet Infrastructure（EI; イーサネット インフラストラクチャ）との関係をまとめると、次
のようになります。
• ACL は、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、EVC
に直接適用できます。ACL は、特定のポートで、EVC をインスタンス化したサービス インスタン
スに適用されます。

• 1 つの ACL を、複数のサービス インスタンスに適用できます。
• 1 つのサービス インスタンスに適用できる ACL の最大数は 1 です。すでにレイヤ 2 ACL があるサー
ビス インスタンスにレイヤ 2 ACL を適用した場合、新しい ACL が古い ACL と置換されます。
• サービス インスタンスには、名前付き ACL だけを適用できます。コマンド構文 ACL は変更され
ていません。ACL の作成には mac access-list extended コマンドを使用します。
• show ethernet service instance コマンドを使用すると、サービス インスタンスの ACL に関する
詳細情報を表示できます。

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「レイヤ 2 ACL の作成」
• 「サービス インスタンスへのレイヤ 2 ACL の適用」
• 「サービス インスタンス上での ACE のあるレイヤ 2 ACL の設定」
• 「サービス インスタンス上のレイヤ 2 ACL の存在確認」

レイヤ 2 ACL の作成
ACE が 1 つのレイヤ 2 ACL を作成するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. mac access-list extended name
4. permit {{src-mac mask | any} {dest-mac mask | any} [protocol [vlan vlan] [cos value]]}
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

mac access-list extended name

例：

拡張 MAC ACL を定義し、CLI を MAC アクセス リ
スト コントロール コンフィギュレーション モードに
します。

Router(config)# mac access-list extended
test-12-acl

ステップ 4

permit {{src-mac mask | any} {dest-mac mask |
any} [protocol [vlan vlan] [cos value]]}

条件と一致した場合に、レイヤ 2 トラフィックの転
送を許可します。ACL に対して ACE を作成します。

例：
Router(config-ext-macl)# permit 00aa.00bb.00cc
0.0.0 any

サービス インスタンスへのレイヤ 2 ACL の適用
サービス インスタンスにレイヤ 2 ACL を適用するには、次のタスクを実行します。

（注）

パケット フィルタリングは、ACL を作成し、サービス インスタンスに適用した後にだけ実行されるこ
とに注意してください。

前提条件
サービス インスタンスに ACL を適用する前に、mac access-list extended コマンドを使用して ACL を
作成しておく必要があります。「レイヤ 2 ACL の作成」（P.3）を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. mac access-group access-list-name in
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0/0

ステップ 4

service instance id ethernet

例：

設定するインターフェイスのタイプと位置を、次の
ように指定します。

• type：インターフェイスのタイプを指定します。
• number：インターフェイスの位置を指定します。
インターフェイス上でイーサネット サービス インス
タンスを設定し、CLI をイーサネット サービス コン
フィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 100
ethernet

ステップ 5

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 6

mac access-group access-list-name in

MAC ACL を適用して、インターフェイス上で着信
トラフィックを制御します。

例：
Router(config-if-srv)# mac access-group
test-12-acl in

サービス インスタンス上での ACE のあるレイヤ 2 ACL の設定
同じ ACL に 3 つの ACE を設定し、サービス インスタンスでその他すべてのトラフィックを遮断する
には、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. mac access-list extended name
4. permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask | any}
5. permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask | any}
6. permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask | any}
7. deny any any
8. exit
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9. interface type number
10. service instance id ethernet
11. encapsulation dot1q vlan-id
12. mac access-group access-list-name in
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

mac access-list extended name

例：

拡張 MAC ACL を定義し、MAC アクセス コント
ロール リスト コンフィギュレーション モードを開始
します。

Router(config)# mac access list extended
test-12-acl

ステップ 4

permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask |
any}

条件と一致した場合に、レイヤ 2 トラフィックの転
送を許可します。ACL に対して ACE が作成されま
す。

例：
Router(config-ext-macl)# permit 00aa.bbcc.ddea
0.0.0 any

ステップ 5

permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask |
any}

条件と一致した場合に、レイヤ 2 トラフィックの転
送を許可します。ACL に対して ACE が作成されま
す。

例：
Router(config-ext-macl)# permit 00aa.bbcc.ddeb
0.0.0 any

ステップ 6

permit {src-mac mask | any} {dest-mac mask} |
any}

条件と一致した場合に、レイヤ 2 トラフィックの転
送を許可します。ACL に対して ACE が作成されま
す。

例：
Router(config-ext-macl)# permit 00aa.bbcc.ddec
0.0.0 any

ステップ 7

deny any any

ACE で許可されたものを除き、レイヤ 2 トラフィッ
クの転送を禁止します。

例：
Router(config-ext-macl)# deny any any

ステップ 8

exit

例：
Router(config-ext-macl)# exit
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ステップ 9

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

インターフェイスを指定します。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 1/0/0

ステップ 10

service instance id ethernet

例：

インターフェイス上にイーサネット サービス インス
タンスを設定し、CLI をサービス インスタンス コン
フィギュレーション モードにします。

Router(config-if)# service instance 200
ethernet

ステップ 11

encapsulation dot1q vlan-id

例：

インターフェイス上の入力 dot1q フレームを、適切
なサービス インスタンスにマッピングするために使
用する照合基準を定義します。

Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

ステップ 12

mac access-group access-list-name in

MAC ACL を適用して、インターフェイス上で着信
トラフィックを制御します。

例：
Router(config-if-srv)# mac access-group
test-12-acl in

サービス インスタンス上のレイヤ 2 ACL の存在確認
EVC 上にレイヤ 2 ACL が存在することを確認するには、次のタスクを実行します。この確認タスク
は、ACL の設定後に ACL の存在を確認するために実行できます。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. show ethernet service instance id id interface type number detail

7

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト
EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定例

手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# show ethernet service instance id 100
interface gigabitethernet 3/0/1 detail

ステップ 3

show ethernet service instance id id interface
type number detail

イーサネット カスタマー サービス インスタンスに関
する詳細情報を表示します。

例：
Router# show ethernet service instance id 100
interface gigabitethernet 3/0/1 detail

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「ACE のあるレイヤ 2 ACL の作成：例」
• 「サービス インスタンスへのレイヤ 2 ACL の適用：例」
• 「同じインターフェイス上の 3 つのサービス インスタンスに対するレイヤ 2 ACL の適用：例」
• 「サービス インスタンス上のレイヤ 2 ACL に関する詳細情報の表示：例」

ACE のあるレイヤ 2 ACL の作成：例
次に、2 つの許可 ACE のある、mac-11-acl というレイヤ 2 ACL を作成する方法の例を示します。
enable
configure terminal
mac access-list extended mac-11-acl
permit 00aa.00bb.00cc 1a11.0101.11c1 any
permit 00aa.00bb.00cc 1a11.0101.11c2 any

サービス インスタンスへのレイヤ 2 ACL の適用：例
次に、サービス インスタンスに mac-20-acl というレイヤ 2 ACL を適用する方法の例を示します。この
ACL には 5 つの許可 ACE が割り当てられ、その他のトラフィックはすべて許可されません。
enable
configure terminal
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mac access-list extended mac-20-acl
permit 00aa.bbcc.adec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.bdec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.cdec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.edec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.fdec 0.0.0 any
deny any any
exit
interface gigabitethernet 10/0/0
service instance 100 ethernet
encapsulation dot1q 100
mac access-group mac-20-acl in

同じインターフェイス上の 3 つのサービス インスタンスに対するレイヤ 2
ACL の適用：例
次に、同じインターフェイス上の 3 つのサービス インスタンスに、mac-07-acl というレイヤ 2 ACL を
適用する方法の例を示します。
enable
configure terminal
mac access-list extended mac-07-acl
permit 00aa.bbcc.adec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.bdec 0.0.0 any
permit 00aa.bbcc.cdec 0.0.0 any
deny any any
exit
interface gigabitethernet 10/0/0
service instance 100 ethernet
encapsulation dot1q 100
mac access-group mac-07-acl in
service instance 101 ethernet
encapsulation dot1q 101
mac access-group mac-07-acl in
service instance 102 ethernet
encapsulation dot1q 102
mac access-group mac-07-acl in

サービス インスタンス上のレイヤ 2 ACL に関する詳細情報の表示：例
次に、サービス インスタンス上の test-acl というレイヤ 2 ACL の詳細情報の出力例を示します。
Router# show ethernet service instance id 100 int e0/0 detail
Service Instance ID: 100
L2 ACL (inbound): test-acl
Associated Interface: Ethernet0/0
Associated EVC: test
L2protocol drop
CEVlans:
Interface Dot1q Tunnel Ethertype: 0x8100
State: Up
L2 ACL permit count: 10255
L2 ACL deny count: 53

9

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト
その他の参考資料

表 1 に、出力内にある重要なフィールドを示します。
表 1

show ethernet service instance のフィールドの説明

フィールド

説明

Service Instance ID

サービス インスタンス ID を表示します。

L2 ACL (inbound):

ACL 名を表示します。

Associated Interface:

サービス インスタンスのインターフェイスに関する詳細情報を表示します。

Associated EVC:

サービス インスタンスが関連付けられている EVC を表示します。

CEVlans:

関連付けられている VLAN ID の詳細情報を表示します。

State:

サービス インスタンスがアップ状態またはダウン状態のいずれにあるかを
表示します。

L2 ACL permit count:

ACL によってサービス インスタンスに渡すことを許可されたパケット フ
レームの数を表示します。

L2 ACL deny count

ACL によってサービス インスタンスに渡すことが許可されなかったパケッ
ト フレームの数を表示します。

その他の参考資料
ここでは、EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト機能に関連する参考資料を示します。

関連資料
関連項目
キャリア イーサネットのコマンド

参照先
『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』

規格
規格

タイトル

MEF 6.1

『Metro Ethernet Services Definitions Phase 2 (PDF 6/08)』

MEF 10.1

『Ethernet Services Attributes Phase 2 (PDF 10/06) 』

MIB
MIB
• なし

MIB リンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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
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RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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。

コマンド リファレンス
このモジュールに記載されている 1 つ以上の機能で、次のコマンドが追加または変更されています。こ
れらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/carrier_ethernet/command/reference/ce_book.html）を参照して
ください。すべての Cisco IOS コマンドの詳細については、http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
にある Command Lookup Tool を使用するか、
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html にある『Cisco IOS Master
Command List, All Releases』を参照してください。

• interface
• mac access-group in
• mac access-list extended
• show ethernet service instance
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EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する
機能情報
表 2 に、この機能のリリース履歴を示します。
ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり
ます。特定のコマンドのリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照してくだ
さい。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS、Catalyst OS、Cisco IOS XE
ソフトウェア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラット
フォームを確認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 2

表 2 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リストに関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リス 12.2(33)SRD EVC 上のレイヤ 2 アクセス コントロール リスト機能に
15.0(1)S
ト
よって、EVC に ACL が導入されます。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

interface、mac access-group in 、mac access-list
extended、show ethernet service instance
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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。

© 2008–2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 2008–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード
バランシングの設定

このマニュアルでは、IEEE 802.3ad リンク バンドル機能が、Cisco IOS ソフトウェアで EtherChannel
インフラストラクチャを使用して、さまざまなリンクのバンドルを管理する方法について説明します。
また、リンク バンドルにポートを追加したり、リンク バンドルからポートを削除した場合に発生する、
ネットワークの中断を最小限にするために役立つネットワーク トラフィックのロード バランシング機
能についても説明します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよび
ロード バランシングの設定に関する機能情報」（P.29）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよび Cisco ソフトウェア イメージのサ
ポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 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。

目次
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する前提条件」（P.2）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する制約事項」（P.2）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定について」（P.3）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定方法」（P.8）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定の例」（P.20）
• 「その他の参考資料」（P.26）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する機能情報」（P.29）
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IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定に関する前提条件
• ネットワークでの EtherChannel と Link Aggregation Control Protocol（LACP）の機能に関する知
識があること。

• ネットワーク トラフィックの中断を減らすためのロード バランシングの知識があること。
• LACP リンクの両端で同じバージョンの基本ソフトウェアが使用されていることを確認する

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定に関する制約事項
• バンドルごとにサポートされるリンクの数は、プラットフォームで決まります。
• Cisco 7600 シリーズ ルータでは、バンドルごとのリンクの最大数は 8 です。
• Cisco 10000 シリーズ ルータでは、バンドルごとのリンクの最大数は 8 です。
• Cisco 10000 シリーズ ルータに限り、Gigabit EtherChannel（GEC）用の 1 ギガビット / 秒（Gbps）
ポートがサポートされています。

• すべてのリンクが同じリンク速度かつ全二重モードで動作している必要があります（LACP では半
二重モードはサポートされていません）。

• すべてのリンクが EtherChannel リンクまたは LACP リンクとして設定されている必要があります。
• 物理インターフェイスだけが集約を形成できます。VLAN インターフェイスを集約したり、集約
を集約したりすることはできません。

• ルータがスイッチに接続されている場合、バンドルはそのスイッチ上で終了します。
• いずれかの LAN ポートが Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）の宛先
ポートである場合、EtherChannel は形成されません。
• EtherChannel 内のすべてのポートで同じ EtherChannel プロトコルを使用する必要があります。
• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡張」（P.5）に説明がある LACP 拡張は、
Cisco 10000 シーズルータだけで利用できます。
• LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能は、単一のバンドル ポートの障害に制限され
ます。

• LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能は、Port Aggregation Protocol（PagP;
ポート集約プロトコル）では使用できません。

• LACP ポート プライオリティは、LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピングでは設定で
きず、逆にこの機能を LACP ポート プライオリティで設定することもできません。
• EtherChannel 負荷分散が使用されている場合、適応型アルゴリズムは、Service Control Engine
（SCE）に適用されません。
• Cisco 7600 シリーズ ルータの重み付けロード バランシングによる 802.3ad リンク集約機能では、
次の設定可能なサービス インスタンスの最大数が適用されます。

– ポート チャネルあたり 8000
– ライン カードあたり 16,000
– システムあたり 64,000
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• Cisco 7600 シリーズ ルータは、最大 256 のポート チャネルをサポートしています。

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定について
• 「ギガビット EtherChannel」（P.3）
• 「ポート チャネル インターフェイスと LACP 対応インターフェイス」（P.3）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドル」（P.4）
• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡張」（P.5）
• 「EtherChannel ロード バランシング」（P.5）
• 「LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング」（P.6）
• 「EtherChannel での負荷分散」（P.6）
• 「重み付けロード バランシングによる 802.3ad リンク集約」（P.7）

ギガビット EtherChannel
ギガビット EtherChannel は、Gbps の伝送レートを実現する高性能なイーサネット技術です。ギガ
ビット EtherChannel は、個々のギガビット イーサネット リンクを 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 LAN ポートの速度
がすべて同じであり、これらのポートがレイヤ 2 LAN ポートまたはレイヤ 3 LAN ポートのいずれかと
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 内のリンクで障害が発生すると、障害が発生したリンクで伝送されていたトラフィック
は、その EtherChannel 内の残りのリンクに切り替えられます。また、障害が発生すると、デバイス、
EtherChannel、および障害が発生したリンクを特定するトラップが送信されます。

ポート チャネル インターフェイスと LACP 対応インターフェイス
各 EtherChannel には、番号が付いたポート チャネル インターフェイスが存在しています。このイン
ターフェイスがまだ作成されていない場合には、最初の物理インターフェイスがチャネル グループに
追加されると自動的に作成されます。ポート チャネル インターフェイスの設定は、そのポート チャネ
ル インターフェイスに割り当てられているすべての LAN ポートに影響します。

EtherChannel 内のすべてのポートのパラメータを変更する場合（スパニング ツリー プロトコルを設定
する場合やレイヤ 2 EtherChannel をトランクとして設定する場合など）は、ポート チャネル インター
フェイスの設定を変更します。ポート チャネル インターフェイスに対して行った設定やアトリビュー
トの変更は、そのポート チャネルと同じチャネル グループ内のすべてのインターフェイスに反映され
ます。つまり、設定の変更は、ポート チャネルの一部ではないがチャネル グループの一部である物理
インターフェイスに反映されます。
LAN ポートの設定は、LAN ポートだけに影響します。
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IEEE 802.3ad リンク バンドル
IEEE 802.3ad リンク バンドル機能を使用すると、複数のイーサネット リンクを、IEEE 802.3ad 規格
に基づいて単一の論理チャネルに集約できます。この機能により、ハードウェアをアップグレードしな
くても、帯域幅を累積的に増大して、デバイスのコスト効率を向上できます。また、IEEE 802.3ad リ
ンク バンドルにより、さまざまな集約リンクを動的にプロビジョニング、管理、およびモニタするこ
とができ、さまざまなシスコ デバイスとサードパーティ ベンダーのデバイスを相互に運用できます。

LACP を使用すると、LAN ポート間で LACP パケットを交換することにより、EtherChannel を自動的
に作成できます。LACP パケットが交換されるのは、パッシブ モードとアクティブ モードのポート間
に限られます。このプロトコルは、LAN ポート グループの機能を動的に「学習」し、他の LAN ポー
トに通知します。LACP は、正しく一致しているイーサネット リンクを識別すると、これらのリンク
を 1 つの EtherChannel にグループ化します。次に、その EtherChannel は単一ブリッジ ポートとして
スパニング ツリーに追加されます。
LACP はパッシブ モードとアクティブ モードの両方で LAN ポート間のネゴシエーションを行い、
ポートの速度やトランキング状態などの基準に基づいて LAN ポートが EtherChannel を形成できるか
どうかを判別します（レイヤ 2 EtherChannel では VLAN 番号も使用されます）。次の例に示すように、
LAN ポートは、互換性のある LACP モードの場合に EtherChannel を形成できます。
• アクティブ モードの LAN ポートは、アクティブ モードの別の LAN ポートとともに EtherChannel
を形成できます。

• アクティブ モードの LAN ポートは、パッシブ モードの別の LAN ポートとともに EtherChannel
を形成できます。

• パッシブ モードの LAN ポートは、同様にパッシブ モードである別の LAN ポートとは
EtherChannel を形成できません。これは、いずれのポートでもネゴシエーションが開始されない
ためです。

LACP では、次のパラメータが使用されます。
• LACP システム プライオリティ：LACP を実行するデバイスごとに LACP システム プライオリ
ティを設定する必要があります。システム プライオリティは、自動的に設定することも、

Command-Line Interface（CLI; コマンド ライン インターフェイス）を使用して設定することもで
きます。LACP では、システム ID を形成するために、他のシステムとのネゴシエーション時にデ
バイスの MAC アドレスとともにシステム プライオリティが使用されます。
• LACP ポート プライオリティ：LACP を使用するように設定されているポートごとに LACP ポー
ト プライオリティを設定する必要があります。ポート プライオリティは、自動的に設定すること
も、CLI を使用して設定することもできます。ハードウェアの制約事項が原因で一部の互換ポート
を集約できない場合、LACP ではポート プライオリティを使用して、スタンバイ モードにする
ポートが決定されます。また、LACP では、ポート ID を形成するために、ポート番号とともに
ポート プライオリティが使用されます。

• LACP 管理キー：LACP では、LACP を使用するように設定されているポートごとに管理キー値が
自動的に設定されます。管理キーによって、他のポートとの集約を行うポートの能力が定義されま
す。他のポートとの集約を行うポートの能力は、次の要因によって決まります。

– データ レート、二重機能、ポイントツーポイント、共有メディアなどのポートの物理特性
– ユーザが指定した設定の制約事項

LACP を使用するように設定されたポート上で、LACP はハードウェアで許容された最大数まで、
EtherChannel の最大互換ポート数を設定しようとします。Cisco 10000 シリーズ ルータの Cisco IOS
Release 12.2(31)SB2 では、バンドルあたり 4 つのポートだけを集約することができ、LACP をサポー
トするようピアを設定する必要があります。チャネル ポートで障害が発生した場合にホット スタンバ
イ機能を使用するには、LACP バンドルの両端で lacp max-bundle コマンドがサポートされている必
要があります。
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LACP では、制御プロトコルとして低速プロトコル マルチキャスト アドレス 01-80-C2-00-00-02 を使
用して、LACP Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）が転送されます。Operations,
Administration, and Maintenance（OAM）パケットも、低速プロトコル リンク タイプを使用します。
その後、サブタイプ フィールドが IEEE 802.3ad 規格 [1]（Annex 43B、セクション 4）ごとに定義さ
れ、LACP PDU と OAM PDU が区別されます。

IEEE 802.3ad リンク バンドルの利点
• 物理接続を変更したりハードウェアをアップグレードしたりすることなく、ネットワーク容量を増
大できる

• 既存のハードウェアおよびソフトウェアを使用して機能を追加できるためコストを削減できる
• 標準のソリューションを使用して、複数のネットワーク デバイスを相互運用できる
• 動作中のポートの障害時に、ユーザの介入なしにポートの冗長性を提供できる

Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡張
Cisco 10000 シリーズ ルータの Cisco IOS Release 12.2(33)SB では、次の LACP 拡張がサポートされ
ています。

• LACP バンドルごとに 8 つのメンバ リンク。
• Gigabit EtherChannel バンドルでの、Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチオー
バー）、In Service Software Upgrade（ISSU）、Cisco Nonstop Forwarding（NSF; ノンストップ
フォワーディンブ）、および Non-Stop Routing（NSR; ノンストップ ルーティング）。
• Point-to-Point Protocol over Ethernet over Ethernet（PPPoEoE）、Point-to-Point Protocol over
Ethernet over IEEE 802.1Q in 802.1Q（PPPoEoQinQ）、および Point-to-Point Protocol over VLAN
（PPPoVLAN）セッションは、リンク スイッチオーバーが発生した場合に、強制的に再確立され
ません。スイッチオーバー中に、ポート チャネルは LINK_UP 状態に維持され、アクティブ リン
クとスタンバイ リンクの両方で、スイッチオーバー後にコンフィギュレーション要素が同じと見
なされます。

• 250 ミリ秒以下のリンク フェールオーバー時間、2 秒の最大リンク フェールオーバー時間。ポート
チャネルは、スパンニングツリー プロトコルによる再コンバージェンスをなくすために、
LINK_UP 状態のままになります。

• アクティブ リンクの数が最小しきい値を下回った場合に、ポート チャネルをシャットダウンしま
す。ポート チャネル インターフェイスには、アクティブ リンクの数が最小しきい値を下回った場
合に、ポート チャネル インターフェイスを停止させるための設定可能なオプションがあります。
チャネルの両側でポート チャネル状態を同期させるには、ピアでも LACP を実行し、同じ lacp
min-bundle コマンド設定を行う必要があります。

• IEEE LAG MIB。

EtherChannel ロード バランシング
EtherChannel ロード バランシングでは、MAC アドレス、IP アドレス、レイヤ 4 ポート番号、送信元
アドレスか宛先アドレスのいずれか（または両方）、またはポートを使用できます。選択したモードは、
デバイス上で設定されているすべての EtherChannel に適用されます。EtherChannel ロード バランシン
グは、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）レイヤ 2 情報
も使用できます。
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EtherChannel は、フレーム内のアドレスに基づいて形成されたバイナリ パターンの一部を、チャネル
内の 1 つのリンクを選択する数値に縮小することによって、リンク間でトラフィックのロード バラン
シングを行います。ポートを EtherChannel に追加し、またはアクティブ ポートに障害が発生した場
合、ロード バランス ビットはリセットされ、EtherChannel 内のすべてのポートに再割り当てされ、各
ポートの ASIC に対して再プログラミングされます。このリセットによって、再割り当てと再プログラ
ミングが実行されている間に、パケット損失が生じます。ポートの帯域幅が大きいほど、パケット損失
は多くなります。

LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング
LACP は、ホット スタンバイ ポートをサポートしています。これは、プラットフォームで集約できる
ポートの最大数がバンドルされた場合に作成されます。Cisco 7600 ルータでは、バンドルできるポー
トの最大数は 8 です。ホット スタンバイ ポートは、以前アクティブだったポートに障害が発生した場
合に、集約内にバンドルされます（処理が引き継がれます）。

LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能は、ロード バランス ビットを再割り当てする
ことにより、処理を引き継いだホット スタンバイ ポートに対し、故障したポートのロード バランス
ビットが割り当てられ、集約内のその他のポートのロード バランス ビットはそのままにします。交換
されたポートがバンドルされると、保存されている故障したポートのロードシェアが、処理を引き継い
だポートに割り当てられます。バンドル内の他のポートには影響がありません。
LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能は、単一のバンドル ポートの障害に対処しま
す。最初の障害から回復する前に、別の障害が発生した場合、メンバ リンクのロード シェア ビットが
再計算されます。

LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング プロセスの概要は、次のとおりです。
1. 障害が発生した（バンドルされていない）ポートが検出され、それが最初の障害である場合、その
ロード シェアは保存されます。

2. ホット スタンバイ ポートが確認され、バンドルされた場合、そのポートは以前に障害が発生した
ポートのロード シェア ビットを取得します。

3. 障害が発生したポートが回復した場合、そのポートはバンドル内のホット スタンバイ ポートと交
換され、ロード シェア ビットは元のポートに戻されます。

LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能は、ポートチャネル コンフィギュレーション
モードで CLI コマンド lacp direct-loadswap を使用してイネーブルにします。

EtherChannel での負荷分散
Cisco IOS Release 12.(33)SRC よりも前のリリースでは、固定負荷分散アルゴリズムだけがサポートさ
れていました。この固定アルゴリズムでは、ロード シェア ビットは、バンドル内の各ポートに順番に
割り当てられます。このため、メンバ リンクがバンドルに追加され、またはバンドルから削除された
ときに、既存のポートに対するロード シェア ビットは変更されます。これらの値が ASIC でプログラ
ムされている場合、重大なトラフィックの中断や、場合によってはトラフィックの重複が発生すること
があります。
EtherChannel の負荷分散機能は、適応型の負荷分散アルゴリズムで、負荷分散メカニズムを拡張しま
す。このアルゴリズムでは、追加または削除されるポートに対して負荷分散の再割り当てを制限するこ
とにより、EtherChannel のアベイラビリティを高めるポート再割り当てスキームが使用されます。
ポートが追加または削除されたときに、バンドルされた既存のポートに新しい負荷がかかっても、それ
らのポート上でプログラムされている負荷と競合することはありません。

6

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定
IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定について

この機能は、グローバル コンフィギュレーション モードまたはインターフェイス コンフィギュレーショ
ン モードのいずれかでイネーブルにできます。このアルゴリズムは、次回のハッシュ分散インスタンス
で適用されます。通常、これは、リンクに障害が発生し、リンクがアクティブ化され、追加され、また
は削除された場合や、シャットダウンまたはシャットダウンなしに設定された場合に発生します。
選択したアルゴリズムは、次回のハッシュ分散インスタンスまで適用されないため、現在のアルゴリズ
ムと設定したアルゴリズムが異なる場合があります。アルゴリズムが異なる場合、適切なアクションを
実行するように警告するメッセージが表示されます。次に例を示します。
Router(config-if)# port-channel port hash-distribution fixed
This command will take effect upon a member link UP/DOWN/ADDITION/DELETION event.
Please do a shut/no shut to take immediate effect

show etherchannel コマンドの出力も、チャネル グループ番号を指定した場合に、適用されるアルゴ
リズムを表示するように拡張されました。ただし、プロトコルも指定した場合は、プロトコル固有の情
報だけが表示されるため、この出力の拡張は利用できません。次に、適用されるアルゴリズムを表示す
る出力の例を示します。
Router# show etherchannel 10 summary
Flags:

D
I
H
R
U
f

-

down
P - bundled in port-channel
stand-alone s - suspended
Hot-standby (LACP only)
Layer3
S - Layer2
in use
N - not in use, no aggregation
failed to allocate aggregator

<snip>
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------10
Po10(RU)
LACP
Gi3/7(P)
Gi3/9(P)
! The following line of output is added with support
of the EtherChannel Load Distribution feature. !
Last applied Hash Distribution Algorithm: Fixed

重み付けロード バランシングによる 802.3ad リンク集約
ポート チャネル内のメンバ リンクでイーサネット サービス インスタンスのロード バランシングを行
う現在のメカニズムは、サービス インスタンスのトラフィック負荷を考慮に入れていません。これに
より、メンバ リンクで、トラフィックの分散が不均衡になることがあります。重み付けロード バラン
シングによる 802.3ad リンク集約機能（802.3ad LAG with WLB）は、サービス インスタンスに重みを
割り当てて、ポート チャネルのアクティブ メンバ リンク間でトラフィック フローを効率的に分散でき
るようにする拡張機能で、Cisco IOS Release 15.0(1)S で導入されました。

LAG with WLB 機能は LACP（アクティブまたはパッシブ モード）と手動（モード オン）
EtherChannel バンドルの両方をサポートしています。重み付けロード バランシングの設定は、
EtherChannel 内のアクティブ メンバ リンクの選択に影響を与えません。メンバ リンクがアクティブま
たは非アクティブになったときに、ロード バランシング アルゴリズムは、現在アクティブなメンバ リ
ンクを使用するよう、イーサネット サービス インスタンスの分散を調整します。
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ロード バランシングの併用
重み付けロード バランシングの追加サポートにより、ポート チャネルのメンバ リンクでイーサネット
サービス インスタンスのロード バランシングを行うために、3 つの方法を利用できます。使用する方
法は、次の順番で選択されます（優先順位の高いものから順に示します）。

1. 手動ロード バランシング
2. 重み付けロード バランシング
3. プラットフォームのデフォルトのロード バランシング
メンバ リンクに対して手動で割り当てるようにイーサネット サービス インスタンスを設定し、そのメ
ンバ リンクがポート チャネルのアクティブ メンバになっている場合は、その手動割り当てが適用され
ます。イーサネット サービス インスタンスが手動でロード バランスされず、port-channel
load-balance weighted link コマンドで重み付けロード バランシングをイネーブルにした場合、サービ
ス インスタンスは、設定した重みまたはデフォルトの重みに基づいてロード バランスされます。サー
ビス インスタンスに対して手動または重み付けのいずれの方法も適用されない場合は、プラット
フォームのデフォルト ロード バランシング メカニズムが使用されます。
手動と重み付けの両方の方法で、同じメンバ リンクまたは複数のリンクを通じてイーサネット サービ
ス インスタンスのロード バランシングを行う場合、手動でロード バランスされたサービス インスタン
スの重みは、重みの分散を決定する際に考慮に入れられます。その他のイーサネット サービス インス
タンスすべてと同様に、手動でロード バランスされるイーサネット サービス インスタンスで重みを明
示的に設定しない場合は、デフォルトの重みが使用されます。
重み付けロード バランシング方法は、特定の数のメンバ リンクだけを使用するように設定できます。
この設定オプションによって、1 つ以上のメンバ リンクを、手動でロード バランスされるイーサネッ
ト サービス インスタンス専用にすることができます。

サービス グループのサポート
イーサネット サービス グループとは、イーサネット サービス インスタンス、サブインターフェイス、
または両方の論理的な集合です。サービス グループのメンバであるすべてのイーサネット サービス イ
ンスタンスのトラフィックは、同じメンバ リンクから出力される必要があります。この制限は、正確
な計算を実行するために、サービス グループに対して設定する Quality of Service（QoS）のために必
要です。しかし、この制限によって、利用できるメンバ リンク間で重みの分散が不均一になることが
あります。たとえば、サービス グループ内にそれぞれ重み 1 が設定された 100 のイーサネット サービ
ス インスタンスがあり、重み 2 が設定され、サービス グループに含まれていない他のイーサネット
サービス インスタンスが 1 つあるとします。この場合、1 つのメンバ リンクには合計 100 の重みが割
り当てられ、別のメンバ リンクには合計 2 の重みが割り当てられます。この例は一般的なシナリオで
はありませんが、トラフィックのアンバランスが生じる可能性があることを示しています。

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定方法
• 「LACP のイネーブル化」（P.9）
• 「ポート チャネルの設定」（P.10）
• 「チャネル グループとポート チャネルの関連付け」（P.11）
• 「LACP システム プライオリティの設定」（P.12）
• 「バンドルへのインターフェイスの追加およびバンドルからのインターフェイスの削除」（P.13）
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• 「アクティブ リンクの最小数の設定」（P.14）
• 「LACP ステータスのモニタリング」（P.15）
• 「LACP 単一障害のロード バランス スワッピングのイネーブル化」（P.18）
• 「EtherChannel 負荷分散アルゴリズムの選択」（P.19）
• 「802.3ad 重み付けロード バランシングのイネーブル化」（P.20）

LACP のイネーブル化
LACP をイネーブルにするには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel channel-number
4. channel-group channel-group-number mode {active | passive}
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel channel-number

例：

インターフェイス ポート チャネルを決定し、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。

Router(config)# interface port-channel 10

ステップ 4

channel-group channel-group-number mode {active
| passive}

例：
Router(config-if)# channel-group 25 mode active

ステップ 5

end

インターフェイスをチャネル グループに設定し、ア
クティブとして設定します。

• アクティブ モードでは、ポートは LACP パケッ
トを送信することによって他のポートとのネゴ
シエーションを開始します。
特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end
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ポート チャネルの設定
ポート チャネルの論理インターフェイスを手動で作成する必要があります。ポート チャネルを設定す
るには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel channel-number
4. ip address ip-address mask
5. end
6. show running-config interface port-channel group-number
7. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel channel-number

例：

インターフェイス ポート チャネルを決定し、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。

Router(config)# interface port-channel 10

ステップ 4

ip address ip-address mask

IP アドレスおよびサブネット マスクを EtherChannel
に割り当てます。

例：
Router(config-if)# ip address 172.31.52.10
255.255.255.0

ステップ 5

end

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config-if)# end

ステップ 6

show running-config interface port-channel
group-number

ポート チャネル設定を表示します。

例：
Router# show running-config interface port-channel 10

ステップ 7

end

例：
Router# end
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例
この例では、設定の確認方法を示します。
Router# show running-config interface port-channel10
Building configuration...
Current configuration:
!
interface Port-channel10
ip address 172.31.52.10 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
end

チャネル グループとポート チャネルの関連付け
チャネル グループをポート チャネルに関連付けるには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel channel-number
4. interface type number
5. channel-group channel-group-number mode {active | passive}
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel channel-number

ポート チャネルを作成します。

例：
Router(config)# interface port-channel 5

ステップ 4

interface type number

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。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 7/0/0
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

channel-group channel-group-number mode {active
| passive}

ポート チャネル バンドルの一部として、インター
フェイスを含めます。

例：
Router(config-if)# channel-group 5 mode active

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

LACP システム プライオリティの設定
LACP システム プライオリティを設定するには、次のタスクを実行します。システム ID は、LACP シ
ステム プライオリティと、デバイスの MAC アドレスの組み合せです。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. lacp system-priority priority
4. end
5. show lacp sys-id
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

lacp system-priority priority

システム プライオリティを設定します。

例：
Router(config)# lacp system-priority 200

ステップ 4

end

例：
Router(config)# end
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ステップ 5

コマンドまたはアクション

目的

show lacp sys-id

システム ID を表示します。システム ID は、システ
ム プライオリティと、デバイスの MAC アドレスの
組み合せです。

例：
Router# show lacp

ステップ 6

end

現在のコンフィギュレーション セッションを終了し
ます。

例：
Router# end

例
この例では、LACP 設定の確認方法を示します。
Router# show lacp
20369,01b2.05ab.ccd0

バンドルへのインターフェイスの追加およびバンドルからのインターフェ
イスの削除
リンク バンドルにインターフェイスを追加したり、バンドルからインターフェイスを削除したりする
には、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. channel-group channel-group-number mode {active | passive}
5. no channel-group
6. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interface type number

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。

例：
Router(config)# interface gigabitethernet 5/0/0

ステップ 4

channel-group channel-group-number mode {active
| passive}

チャネル グループにインターフェイスを追加します。

例：
Router(config-if)# channel-group 5 mode active

ステップ 5

no channel-group

チャネル グループからインターフェイスを削除しま
す。

例：
Router(config-if)# no channel-group

ステップ 6

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

アクティブ リンクの最小数の設定
LACP バンドルで許可されるアクティブ リンクの最小数を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. lacp min-bundle min-bundle
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：
Router(config)# interface port-channel 1
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ステップ 4

コマンドまたはアクション

目的

lacp min-bundle min-bundle

アクティブ リンクの最小しきい値を設定します。

例：
Router(config-if)# lacp min-bundle 5

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

LACP ステータスのモニタリング
ネットワークでの LACP アクティビティをモニタするには、次のタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. show lacp {number | counters | internal | neighbor | sys-id}
3. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

show lacp {number | counters | internal |
neighbor | sys-id}

内部デバイスの情報を表示します。

例：
Router# show lacp internal

ステップ 3

end

現在のコンフィギュレーション セッションを終了し
ます。

例：
Router# end

トラブルシューティングのヒント
debug lacp コマンドを使用して、LACP の設定およびアクティビティの詳細を表示します。
debug lacp all コマンドの次のサンプル出力は、リモート デバイスによるリンクの削除および追加を示
しています。
Router# debug lacp all
Link Aggregation Control Protocol all debugging is on
Router#
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*Aug 20 17:21:51.685: LACP :lacp_bugpak: Receive LACP-PDU packet via Gi5/0/0
*Aug 20 17:21:51.685: LACP : packet size: 124
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: pdu: subtype: 1, version: 1
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: Act: tlv:1, tlv-len:20, key:0x1, p-pri:0x8000, p:0x14,
p-state:0x3C,
s-pri:0xFFFF, s-mac:0011.2026.7300
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: Part: tlv:2, tlv-len:20, key:0x5, p-pri:0x8000, p:0x42,
p-state:0x3D,
s-pri:0x8000, s-mac:0014.a93d.4a00
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: col-tlv:3, col-tlv-len:16, col-max-d:0x8000
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: term-tlv:0 termr-tlv-len:0
*Aug 20 17:21:51.685: LACP: Gi5/0/0 LACP packet received, processing
*Aug 20 17:21:51.685:
lacp_rx Gi5: during state CURRENT, got event 5(recv_lacpdu)
*Aug 20 17:21:59.869: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:21:59.869: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:21:59.869:
lacp_ptx Gi5: during state SLOW_PERIODIC, got event
3(pt_expired)
*Aug 20 17:21:59.869: @@@ lacp_ptx Gi5: SLOW_PERIODIC -> PERIODIC_TX
*Aug 20 17:21:59.869: LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_slow_periodic_exit entered
*Aug 20 17:21:59.869: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:22:00.869: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:22:00.869: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:22:19.089: LACP :lacp_bugpak: Receive LACP-PDU packet via Gi5/0/0
*Aug 20 17:22:19.089: LACP : packet size: 124
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: pdu: subtype: 1, version: 1
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: Act: tlv:1, tlv-len:20, key:0x1, p-pri:0x8000, p:0x14,
p-state:0x4,
s-pri:0xFFFF, s-mac:0011.2026.7300
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: Part: tlv:2, tlv-len:20, key:0x5, p-pri:0x8000, p:0x42,
p-state:0x34,
s-pri:0x8000, s-mac:0014.a93d.4a00
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: col-tlv:3, col-tlv-len:16, col-max-d:0x8000
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: term-tlv:0 termr-tlv-len:0
*Aug 20 17:22:19.089: LACP: Gi5/0/0 LACP packet received, processing
*Aug 20 17:22:19.089:
lacp_rx Gi5: during state CURRENT, got event 5(recv_lacpdu)
*Aug 20 17:22:19.989: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:22:19.989: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:22:19.989: LACP: timer lacp_t(Gi5/0/0) started with interval 1000.
*Aug 20 17:22:19.989: LACP: lacp_send_lacpdu: (Gi5/0/0) About to send the 110 LACPDU
*Aug 20 17:22:19.989: LACP :lacp_bugpak: Send LACP-PDU packet via Gi5/0/0
*Aug 20 17:22:19.989: LACP : packet size: 124
*Aug 20 17:22:20.957: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:22:20.957: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:22:21.205: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet5/0/0, changed state to
down
*Aug 20 17:22:21.205: LACP: lacp_hw_off: Gi5/0/0 is going down
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*Aug 20 17:22:21.205:
*Aug 20 17:22:21.205:
0(no_periodic)
*Aug 20 17:22:22.089:
changed state to down
*Aug 20 17:22:22.153:
Down
*Aug 20 17:22:23.413:
*Aug 20 17:22:23.413:

LACP: if_down: Gi5/0/0
lacp_ptx Gi5: during state SLOW_PERIODIC, got event

*Aug
*Aug
*Aug
*Aug
*Aug
*Aug

lacp_ptx Gi5: during state NO_PERIODIC, got event 0(no_periodic)
@@@ lacp_ptx Gi5: NO_PERIODIC -> NO_PERIODIC
LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_no_periodic entered
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet5/0/0, changed state to up
LACP: lacp_hw_on: Gi5/0/0 is coming up

20
20
20
20
20
20

17:22:23.413:
17:22:23.413:
17:22:23.413:
17:22:23.413:
17:22:24.153:
17:22:24.153:

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5,
%C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
LACP: Gi5/0/0 oper-key: 0x0
LACP: lacp_hw_on: Gi5/0/0 is coming up
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*Aug 20 17:22:24.153:
0(no_periodic)
*Aug 20 17:22:24.153:
*Aug 20 17:22:24.153:
*Aug 20 17:22:24.153:
*Aug 20 17:22:24.153:
*Aug 20 17:22:25.021:
*Aug 20 17:22:25.021:
*Aug 20 17:22:25.021:
3(pt_expired)
*Aug 20 17:22:25.021:
*Aug 20 17:22:25.021:
*Aug 20 17:22:25.021:
*Aug 20 17:22:25.917:
*Aug 20 17:22:25.917:
*Aug 20 17:22:25.917:
3(pt_expired)
*Aug 20 17:22:25.917:
*Aug 20 17:22:25.917:
*Aug 20 17:22:25.917:

lacp_ptx Gi5: during state FAST_PERIODIC, got event
@@@ lacp_ptx Gi5: FAST_PERIODIC -> NO_PERIODIC
LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_fast_periodic_exit entered
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
LACP:
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) expired
lacp_ptx Gi5: during state FAST_PERIODIC, got event
@@@ lacp_ptx Gi5: FAST_PERIODIC -> PERIODIC_TX
LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_fast_periodic_exit entered
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) expired
lacp_ptx Gi5: during state FAST_PERIODIC, got event
@@@ lacp_ptx Gi5: FAST_PERIODIC -> PERIODIC_TX
LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_fast_periodic_exit entered
LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped

次のサンプル出力は、リモート デバイスによるリンクの追加を示しています。
Router#
*Aug 20 17:23:54.005: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:23:54.005: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:23:55.789: %C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
Down
*Aug 20 17:23:56.497: %C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
Down
*Aug 20 17:24:19.085: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:19.085: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:24:19.085:
lacp_ptx Gi5: during state SLOW_PERIODIC, got event
3(pt_expired)
*Aug 20 17:24:19.085: @@@ lacp_ptx Gi5: SLOW_PERIODIC -> PERIODIC_TX
*Aug 20 17:24:19.085: LACP: Gi5/0/0 lacp_action_ptx_slow_periodic_exit entered
*Aug 20 17:24:19.085: LACP: lacp_p(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:19.957: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:19.957: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:24:21.073: LACP :lacp_bugpak: Receive LACP-PDU packet via Gi5/0/0
*Aug 20 17:24:21.073: LACP : packet size: 124
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: pdu: subtype: 1, version: 1
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: Act: tlv:1, tlv-len:20, key:0x1, p-pri:0x8000, p:0x14,
p-state:0xC,
s-pri:0xFFFF, s-mac:0011.2026.7300
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: Part: tlv:2, tlv-len:20, key:0x0, p-pri:0x8000, p:0x42,
p-state:0x75,
s-pri:0x8000, s-mac:0014.a93d.4a00
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: col-tlv:3, col-tlv-len:16, col-max-d:0x8000
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: term-tlv:0 termr-tlv-len:0
*Aug 20 17:24:21.073: LACP: Gi5/0/0 LACP packet received, processing
*Aug 20 17:24:21.073:
lacp_rx Gi5: during state DEFAULTED, got event 5(recv_lacpdu)
*Aug 20 17:24:21.929: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:21.929: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:24:21.929: LACP: timer lacp_t(Gi5/0/0) started with interval 1000.
*Aug 20 17:24:21.929: LACP: lacp_send_lacpdu: (Gi5/0/0) About to send the 110 LACPDU
*Aug 20 17:24:21.929: LACP :lacp_bugpak: Send LACP-PDU packet via Gi5/0/0
*Aug 20 17:24:21.929: LACP : packet size: 124
*Aug 20 17:24:22.805: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:22.805: LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:24:23.025: LACP: lacp_w(Gi5/0/0) timer stopped
*Aug 20 17:24:23.025: LACP: lacp_w(Gi5/0/0) expired
*Aug 20 17:24:23.025:
lacp_mux Gi5: during state WAITING, got event 4(ready)
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*Aug 20
*Aug 20
*Aug 20
*Aug 20
changed

17:24:23.025:
17:24:23.921:
17:24:23.921:
17:24:26.025:
state to up

@@@ lacp_mux Gi5: WAITING -> ATTACHED
LACP: lacp_t(Gi5/0/0) timer stopped
LACP: lacp_t(Gi5/0/0) expired
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5,

LACP 単一障害のロード バランス スワッピングのイネーブル化
EtherChannel で LACP 単一障害のロード バランス スワッピングをイネーブルにするには、次のタスク
を実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. lacp direct-loadswap
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：

ポート チャネル仮想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。

Router(config)# interface port-channel 1

ステップ 4

lacp direct-loadswap

LACP 単一障害の直接ロード バランシングをイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if)# lacp direct-loadswap

ステップ 5

end

例：
Router(config-if)# end
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EtherChannel 負荷分散アルゴリズムの選択
グローバル コンフィギュレーション モードまたはインターフェイス コンフィギュレーション モードの
いずれかから、EtherChannel 負荷分散アルゴリズムを選択できます。グローバル コンフィギュレー
ション モードから適応型アルゴリズムまたは固定アルゴリズムのいずれかを選択するには、次のタス
クを実行します。インターフェイス コンフィギュレーション モードからアルゴリズムを選択するには、
interface コマンドを実行してから port-channel hash-distribution コマンドを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number（任意）
4. port-channel hash-distribution {adaptive | fixed}
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力
します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：

（任意）ポート チャネル仮想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。

Router(config)# interface port-channel1

ステップ 4

port-channel hash-distribution
{adaptive | fixed}

例：
Router(config)# port-channel hash-distribution
adaptive

ステップ 5

end

アルゴリズムのタイプを選択します。
（注）

インターフェイス コンフィギュレーション
モードでアルゴリズムを指定しなかった場合
は、グローバル コンフィギュレーションが適
用されます。それ以外の場合は、インター
フェイス コンフィギュレーション モードで
指定したアルゴリズムによって、グローバル
コンフィギュレーション モードで指定したア
ルゴリズムが上書きされます。

特権 EXEC モードに戻ります。

例：
Router(config)# end
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802.3ad 重み付けロード バランシングのイネーブル化
802.3ad 重み付けロード バランシングをイネーブルにするには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. port-channel load-balance {link link-id | weighted {default weight weight | link {all | link-id} |
rebalance {disable | weight}}}
5. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

例：

します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface type number

例：

ポート チャネル 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。

Router(config)# interface portchannel10

ステップ 4

port-channel load-balance {link link-id |
weighted {default weight weight | link {all |
link-id} | rebalance {disable | weight}}}

ポート チャネルのメンバ リンクで重み付けロード バ
ランシングを設定します。

例：
Router(config-if)# port-channel load-balance
weighted link all

ステップ 5

特権 EXEC モードに戻ります。

end

例：
Router(config-if)# end

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定の例
• 「例：チャネル グループとポート チャネルとの関連付け」（P.21）
• 「例：バンドルへのインターフェイスの追加およびバンドルからのインターフェイスの削除」
（P.22）
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• 「例：LACP ステータスのモニタリング」（P.24）
• 「例：重み付けサービス インスタンスの設定」（P.25）
• 「例：重み付けロード バランシングと手動ロード バランシングの設定」（P.26）

例：チャネル グループとポート チャネルとの関連付け
この例では、チャネル グループ番号 5 を設定し、それをチャネル グループに含める方法を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

Router(config)# interface port-channel5
Router(config-if)#
*Aug 20 17:06:14.417: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5,
changed state to down
*Aug 20 17:06:25.413: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel5, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)# interface gigabitethernet 7/0/0
Router(config-if)# channel-group 5 mode active
Router(config-if)#
*Aug 20 17:07:43.713:
down
*Aug 20 17:07:44.713:
GigabitEthernet7/0/0,
*Aug 20 17:07:45.093:
Down
*Aug 20 17:07:45.093:
Down
*Aug 20 17:07:47.093:
*Aug 20 17:07:48.093:
GigabitEthernet7/0/0,
*Aug 20 17:07:48.957:

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet7/0/0, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
changed state to down
%C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE 7/0/0 Physical Port Link
%C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 7/0/0 Physical Port Link
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet7/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
changed state to up
GigabitEthernet7/0/0 added as member-1 to port-channel5

*Aug 20 17:07:51.957: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel5,
changed state to up
Router(config-if)# end
Router#
*Aug 20 17:08:00.933: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5
Port
Gi7/0/0

Flags
SA

State
bndl

LACP port
Priority
32768

Admin
Key
0x5

Oper
Key
0x5

Port
Number
0x43

Port
State
0x3D

Router# show interface port-channel5
Port-channel5 is up, line protocol is up
Hardware is GEChannel, address is 0014.a93d.4aa8 (bia 0000.0000.0000)
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MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
No. of active members in this channel: 1
Member 0 : GigabitEthernet7/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
Last input 00:00:05, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Interface Port-channel5 queueing strategy: PXF First-In-First-Out
Output queue 0/8192, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
9 packets output, 924 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

例：バンドルへのインターフェイスの追加およびバンドルからのインター
フェイスの削除
次に、バンドルへのインターフェイスの追加方法の例を示します。
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5
Port
Gi7/0/0

Flags
SA

State
bndl

LACP port
Priority
32768

Admin
Key
0x5

Oper
Key
0x5

Port
Number
0x43

Port
State
0x3D

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

Router(config)# interface gigabitethernet 5/0/0
Router(config-if)# channel-group 5 mode active
Router(config-if)#
*Aug
down
*Aug
Down
*Aug
Down
*Aug
*Aug

20 17:10:19.057: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet5/0/0, changed state to
20 17:10:19.469: %C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
20 17:10:19.473: %C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
20 17:10:21.473: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet5/0/0, changed state to up
20 17:10:21.473: GigabitEthernet7/0/0 taken out of port-channel5

*Aug 20 17:10:23.413: GigabitEthernet5/0/0 added as member-1 to port-channel5
*Aug 20 17:10:23.473: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel5, changed state to up
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Router(config-if)# end
Router#
*Aug 20 17:10:27.653: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Aug 20 17:11:40.717: GigabitEthernet7/0/0 added as member-2 to port-channel5
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5
Port
Gi7/0/0
Gi5/0/0

Flags
SA
SA

State
bndl
bndl

LACP port
Priority
32768
32768

Admin
Key
0x5
0x5

Oper
Key
0x5
0x5

Port
Number
0x43
0x42

Port
State
0x3D
0x3D

Router# show interface port-channel5
Port-channel5 is up, line protocol is up
Hardware is GEChannel, address is 0014.a93d.4aa8 (bia 0000.0000.0000)
MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
No. of active members in this channel: 2
Member 0 : GigabitEthernet5/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s <---- added to port
channel bundle
Member 1 : GigabitEthernet7/0/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
Last input 00:00:00, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/150/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Interface Port-channel5 queueing strategy: PXF First-In-First-Out
Output queue 0/8192, 0 drops; input queue 0/150, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
104 packets output, 8544 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次に、バンドルからのインターフェイスの削除方法の例を示します。
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.

End with CNTL/Z.

Router(config)# interface gigabitethernet 7/0/0
Router(config-if)# no channel-group
Router(config-if)#
*Aug 20 17:15:49.433: GigabitEthernet7/0/0 taken out of port-channel5
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*Aug 20 17:15:49.557:
Down
*Aug 20 17:15:50.161:
Down
*Aug 20 17:15:51.433:
down
*Aug 20 17:15:52.433:
GigabitEthernet7/0/0,

%C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
%C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 5/0/0 Physical Port Link
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet7/0/0, changed state to
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
changed state to down

Router(config-if)# end
Router#
*Aug 20 17:15:58.209: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
*Aug 20 17:15:59.257: %C10K_ALARM-6-INFO: ASSERT CRITICAL GigE 7/0/0 Physical Port Link
Down
*Aug 20 17:15:59.257: %C10K_ALARM-6-INFO: CLEAR CRITICAL GigE 7/0/0 Physical Port Link
Down
Router#
*Aug 20 17:16:01.257: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet7/0/0, changed state to up
*Aug 20 17:16:02.257: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet7/0/0, changed state to up
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5
Port
Gi5/0/0

Flags
SA

State
bndl

LACP port
Priority
32768

Admin
Key
0x5

Oper
Key
0x5

Port
Number
0x42

Port
State
0x3D

例：LACP ステータスのモニタリング
次に、show lacp コマンドを使用してモニタできる LACP アクティビティの例を示します。
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5
Port
Gi5/0/0

Flags
SA

State
bndl

LACP port
Priority
32768

Admin
Key
0x5

Oper
Key
0x5

Port
Number
0x42

Router# show lacp 5 counters
LACPDUs
Marker
Marker Response
LACPDUs
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Sent
Recv
Pkts Err
--------------------------------------------------------------------Channel group: 5
Gi5/0/0
21
18
0
0
0
0
0
Router# show lacp 5 internal
Flags:
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Port
State
0x3D
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F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 5
Port
Gi5/0/0

Flags
SA

State
bndl

LACP port
Priority
32768

Admin
Key
0x5

Oper
Key
0x5

Port
Number
0x42

Port
State
0x3D

Router# show lacp 5 neighbor
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 5 neighbors
Partner's information:

Port
Gi5/0/0

Partner Partner
Flags
State
SP
32768

LACP Partner Partner
Partner Partner
Partner
Port Priority Admin Key Oper Key Port Number Port State
0011.2026.7300 11s
0x1
0x14
0x3C

Router# show lacp counters
LACPDUs
Marker
Marker Response
LACPDUs
Port
Sent
Recv
Sent
Recv
Sent
Recv
Pkts Err
--------------------------------------------------------------------Channel group: 5
Gi5/0/0
23
20
0
0
0
0
0
Router# show lacp sys-id
32768,0014.a93d.4a00

例：重み付けサービス インスタンスの設定
この例では、サービス インスタンス 100、101、および 200 のトラフィックが、ギガビット イーサネッ
ト インターフェイス 5/0/2 および 5/0/3 でロード バランスされます。設定した重みに基づいて、サービ
ス インスタンス 100 および 101 からのトラフィックは 1 つのメンバ リンクから出力され、サービス イ
ンスタンス 200 からのトラフィックは、他のメンバ リンクから出力されます。
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet5/0/2
Router(config-if)# channel-group 10 mode on
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet5/0/3
Router(config-if)# channel-group 10 mode on
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface Port-channel10
Router(config-if)# port-channel load-balance weighted link all
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# weight 2
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 101
Router(config-if-srv)# weight 2
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 200 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200
Router(config-if-srv)# weight 10
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Router(config-if-srv)# end

例：重み付けロード バランシングと手動ロード バランシングの設定
この例では、手動ロード バランシングと重み付けロード バランシングの組み合わせを設定します。
サービス インスタンス 100 および 101 は、ギガビット イーサネット インターフェイス 5/0/2 のリンク
1 に手動で割り当てられます。ただし、ギガビット イーサネット インターフェイス 5/0/3 上のリンク 2
と、ギガビット イーサネット インターフェイス 5/0/4 上のリンク 3 には、重み付けロード バランシン
グが設定されます。サービス インスタンス 200 および 201 には明示的な重みを設定しないため、設定
したデフォルトの 2 が継承されます。サービス インスタンス 200 、201、および 300 は、ギガビット
イーサネット インターフェイス 5/0/3 と 5/0/4 で分散されます。
Router(config)# interface GigabitEthernet5/0/2
Router(config-if)# channel-group 10 mode on link 1
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet5/0/3
Router(config-if)# channel-group 10 mode on link 2
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet5/0/4
Router(config-if)# channel-group 10 mode on link 3
Router(config-if)# exit
!
Router(config)# interface Port-channel10
Router(config-if)# port-channel load-balance link 1
Router(config-if)# service-instance 100-150
Router(config-if)# port-channel load-balance weighted link 2,3
Router(config-if)# port-channel load-balance weighted default weight 2
Router(config-if)# port-channel load-balance weighted rebalance disable
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 101
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 200 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 201 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 201
Router(config-if-srv)# exit
Router(config-if)# service instance 300 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 300
Router(config-if-srv)# weight 5
Router(config-if-srv)# end

その他の参考資料
関連資料
関連項目

参照先

EtherChannel の設定

『Catalyst 6500 Release 12.2SXF Software Configuration Guide』の
「Configuring Layer 3 and Layer 2 EtherChannel 」の章

キャリア イーサネットの設定

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide 』
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関連項目

参照先

Cisco IOS LACP のコマンド：コマンド構文の詳細、 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』
コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使
用上の注意事項、および例

Cisco IOS コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注
意事項および例を記載したコマンド リスト

規格
規格

IEEE 802.3ad-2000

タイトル
『IEEE 802.3ad-2000 Link Aggregation』

MIB
MIB

MIB リンク

802.3ad MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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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IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシング
の設定に関する機能情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 1

表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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機能名
リリース
重み付けロード バランシングによる 802.3ad リ 15.0(1)S
ンク集約

機能情報

802.3ad LAG with WLB 機能は、現在のロード バランシン
グ メカニズムを拡張したものです。これにより、サービス
インスタンスに重みを割り当て、ポート チャネル内のアク
ティブなメンバ リンク間にトラフィック フローを効率的
に分散させることができます。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「重み付けロード バランシングによる 802.3ad リンク
集約」（P.7）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

EtherChannel での負荷分散

12.2(33)SRC

debug port-channel load-balance、port-channel
load-balance（インターフェイス）、port-channel
load-balance weighted rebalance、show ethernet service
instance、weight（サービス インスタンス）
EtherChannel での負荷分散機能は、追加または削除された
ポートに対するロード バランスの再割り当てを制限するこ
とで、EtherChannel の可用性を高めるポート再割り当て方
法を使用します。ポートが追加または削除されたときに、
バンドルされた既存のポートに新しい負荷がかかっても、
それらのポート上でプログラムされている負荷と競合する
ことはありません。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「EtherChannel での負荷分散」（P.6）
• 「EtherChannel 負荷分散アルゴリズムの選択」（P.19）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。
port-channel port hash-distribution、

show etherchannel
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表 1

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

EtherChannel Min-Links

12.2(33)SB
15.0(1)S

EtherChannel Min-Links 機能を使用すると、アクティブ
リンク数が最小しきい値を下回ったときに、ポート チャネ
ルをシャットダウンすることができます。最小しきい値
は、lacp min-bundle コマンドを使用して設定します。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡
張」（P.5）
• 「アクティブ リンクの最小数の設定」（P.14）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。lacp

min-bundle

IEEE 802.3ad 高速リンク スイッチオーバー時

12.2(33)SB

間

IEEE 802.3ad 高速リンク スイッチオーバー時間機能に
よって、250 ミリ秒以下から最大 2 秒のリンク フェール
オーバー時間を実現します。また、ポート チャネルが
LINK_UP 状態を維持し、スパニング ツリー プロトコルに
よる再収束が回避されます。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡
張」（P.5）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。lacp

fast-switchover
IEEE 802.3ad Link Aggregation（LACP）

12.2(31)SB2
12.2(33)SRB
12.2(33)SRC
15.0(1)S

IEEE 802.3ad リンク バンドル機能を使用すると、複数のイー
サネット リンクを、IEEE 802.3ad 規格に基づいて単一の論理
チャネルに集約できます。また、この機能により、さまざま
な集約リンクを動的にプロビジョニング、管理、およびモニ
タすることができ、さまざまなシスコ デバイスとサードパー
ティ ベンダーのデバイスを相互に運用できます。
12.2(31)SB2 では、この機能が Cisco 10000 シリーズ ルー
タで実装されました。

12.2(33)SRB では、この機能が Cisco 7600 ルータに実装
されました。

12.2(33)SRC では、lacp rate コマンドが追加されました。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「IEEE 802.3ad リンク バンドル」（P.4）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシ
ングの設定方法」（P.8）
• 「IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシ
ングの設定の例」（P.20）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

channel-group（インターフェイス）、debug lacp、lacp
max-bundle、lacp port-priority、lacp rate、lacp
system-priority、show lacp
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表 1

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

機能情報

IEEE 802.3ad リンク最大数の追加

12.2(33)SB

IEEE 802.3ad リンク最大数の追加機能は、LACP バンドル
によって、8 つのメンバ リンクをサポートします。メンバ
数は、これまでのリリースの 4 つから増加しました。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡
張」（P.5）

LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッ
ピング

12.2(33)SRC
15.0(1)S

この機能で使用される新しいコマンドまたは変更されたコ
マンドはありません。
LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング機能
は、ロード バランス ビットを再割り当てすることにより、
処理を引き継いだホット スタンバイ ポートに対し、故障
したポートのロード バランス ビットが割り当てられ、集
約内のその他のポートのロード バランス ビットはそのま
まにします。交換されたポートがバンドルされると、ロー
ドシェアが再計算され、故障したポートで保存されている
ロードシェアが、処理を引き継いだポートに割り当てられ
ます。バンドル内の他のポートには影響がありません。
この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく
ださい。

• 「LACP 単一障害の直接ロード バランス スワッピング」
（P.6）
• 「LACP 単一障害のロード バランス スワッピングのイ
ネーブル化」（P.18）
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。lacp

direct-loadswap、show etherchannel

31

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定
IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する機能情報

表 1

IEEE 802.3ad リンク バンドルおよびロード バランシングの設定に関する機能情報 （続き）

機能名

リリース

PPPoX ヒットレス フェールオーバー

12.2(33)SB

機能情報
PPPoX ヒットレス フェールオーバー機能を使用すると、
ポート チャネルは、リンク スイッチオーバーの間、
LINK_UP 状態を維持できます。PPPoEoE、PPPoEoQinQ、
および PPPoVLAN セッションでは、スイッチオーバー後、
アクティブ リンクとスタンバイ リンクで同一の設定要素が
実現されるので、セッションを再確立する必要がありませ
ん。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡
張」（P.5）

SSO – LACP

12.2(33)SB

この機能で使用される新しいコマンドまたは変更されたコ
マンドはありません。
SSO – LACP 機能は、ギガビット EtherChannel バンドル
で、Stateful Switchover（SSO; ステートフル スイッチ
オーバー）、In Service Software Upgrade（ISSU）、Cisco
Nonstop Forwarding（NSF; ノンストップ フォワーディン
グ）、および Nonstop Routing（NSR; ノンストップ ルー
ティング）をサポートしています。
この機能については、次の項に説明があります。

• 「Cisco IOS Release 12.2(33)SB で導入された LACP 拡
張」（P.5）
この機能で使用される新しいコマンドまたは変更されたコ
マンドはありません。
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners.
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号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、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、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
アドレスおよび電話番号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。
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All rights reserved.
Copyright © 2006–2011, シスコシステムズ合同会社 .
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キャリア イーサネット ネットワークでは、さまざまな冗長メカニズムにより、ノードおよびネット
ワークの復元力のある相互接続が提供されます。どの冗長メカニズムを選択するかは、トランスポート
テクノロジー、トポロジ、単一ノード対ネットワーク全体のマルチホーミング、デバイスの機能、
Autonomous System（AS; 自律システム）境界またはサービス プロバイダー操作モデル、およびサー
ビス プロバイダー設定などのさまざまな要因により異なります。
キャリア イーサネット ネットワークのハイアベイラビリティは、シャーシ内およびシャーシ間の両方の
冗長メカニズムを採用することで実現できます。Cisco の Multichassis EtherChannel（MCEC）ソリュー
ションは、通信事業者が冗長性を確保するため、デバイスを 2 つのアップストリーム Points of
Attachment（PoA）に「デュアルホーム接続」する場合の、シャーシ間冗長メカニズムに対するニーズ
を対象としています。一部の通信事業者は、アクセス ネットワークでループ防止コントロール プロトコ
ルを実行できないか、実行していないため、代替の冗長方式を必要としています。MCEC は、802.3ad
Link Aggregation Control Protocol（LACP）の実装環境に対し、拡張機能を使用して、この問題に対処し
ます。これらの拡張機能は、本書に示すマルチシャーシ LACP（mLACP）機能の中で説明します。

機能情報の確認
お使いのソフトウェア リリースが、このモジュールで説明されている機能の一部をサポートしていな
いことがあります。最新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア
リリースに対応したリリース ノートを参照してください。このモジュールで説明される機能に関する情
報、および各機能がサポートされるリリースの一覧については、「mLACP に関する機能情報」（P.57）
を参照してください。
プラットフォーム サポートと Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェア イメージ サポートに関する
情報を入手するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator には、
http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「mLACP に関する前提条件」（P.2）
• 「mLACP に関する制約事項」（P.2）
• 「mLACP について」（P.3）
• 「mLACP の設定方法」（P.17）

マルチシャーシ LACP

mLACP に関する前提条件

• 「mLACP の設定例」（P.37）
• 「その他の参考資料」（P.55）
• 「mLACP に関する機能情報」（P.57）
• 「用語集」（P.58）

mLACP に関する前提条件
• PoA コントロール モードおよび共有コントロール モードで動作するには、すべての PoA で lacp
max-bundle コマンドを使用する必要があります。
– 設定されるリンクの最大数を、PoA に接続される Link Aggregation Group（LAG）でのイン
ターフェイスの総数よりも少なくすることはできません。

– 各 PoA は、LAG に対するリンク数が異なる（異なる最大リンク数が設定された）
Dual-Homed Device（DHD）に接続されることがあります。
• LAG をアクティブ状態に保つには、必要な最小リンク数を指定する port-channel min-link コマ
ンドを使用して、各 PoA を設定する必要があります。
• ブルートフォース フェールオーバーが使用されている場合、errdisable recovery cause mlacp コ
マンドを使用して、各 PoA を設定する必要があります。
• DHD コントロールには、各 PoA までのリンクと同じ数のリンクが必要です。
• max-bundle の値は、PoA（ローカル PoA 内のアクティブ保護またはスタンバイ保護なし）にロー
カル接続するリンク数と等しくする必要があります。

• コンバージェンスの速度を上げるには、すべてのデバイスに LACP ファスト スイッチオーバーを
設定する必要があります。

mLACP に関する制約事項
• mLACP はファスト イーサネットをサポートしません。
• mLACP は半二重リンクをサポートしません。
• mLACP は複数のネイバーをサポートしません。
• ポート チャネルを mLACP に変換すると、サービスが中断する可能性があります。
• 各 PoA の LAG あたりの最大メンバ リンク数は、プラットフォームによる制限を受け、ポート
チャネルあたりの最大ポート数によって制限されます。

• DHD のシステム プライオリティは、PoA のプライオリティよりも低くする必要があります。
• MAC Tunneling Protocol（MTP; MAC トンネリング プロトコル）は、ポート チャネル内の 1 メン
バ リンクのみサポートします。

• ポート チャネルまたはそのメンバ リンクは、LACP が安定していてもフラップすることがあります。
• DHD ベース コントロールは、min-links が設定されない場合は機能しません。
• min-links が設定された DHD 制御のリバーティブ動作はサポートされていません。
• ブルートフォース フェールオーバーでは、常に min-link 障害が発生します。
• ブルートフォース フェールオーバーによるすべての障害はリバーティブ動作になります。
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mLACP について

mLACP について
• 「マルチシャーシ EtherChannel の概要」（P.3）
• 「MPLS 疑似ワイヤ冗長メカニズムとの相互作用」（P.4）
• 「冗長メカニズムのプロセス」（P.5）
• 「mLACP を使用したデュアルホーム接続トポロジ」（P.6）
• 「障害保護のシナリオ」（P.9）
• 「動作可能なバリアント」（P.10）
• 「mLACP フェールオーバー」（P.11）

マルチシャーシ EtherChannel の概要
Multichassis EtherChannel（MCEC; マルチシャーシ EtherChannel）では、DHD が 2 つのアップスト
リーム PoA にデュアルホーム接続されます。DHD は Multiple Spanning Tree（MST）などのいずれの
ループ防止コントロール プロトコルも実行できません。したがって、冗長セットアップによるループ
の転送を防ぐには別のメカニズムが必要です。そのメカニズムの 1 つとして、DHD のアップリンクを
LAG に配置する方式があります。これは通常、EtherChannel と呼ばれます。この方式は、LAG の確
立と維持のため、DHD は IEEE 802.3ad LACP のみ実行できることが前提になっています。

IEEE 802.3ad で定義された LACP は、LAG のダイナミック ネゴシエーションおよび確立を許可する
リンク レベルのコントロール プロトコルです。PoA に対する LACP 実装の拡張は、2 つの独立したデ
バイスではなく、単一の仮想 LACP ピアに接続された DHD にまで拡張する必要があります。この拡張
機能はマルチシャーシ LACP または mLACP と呼ばれます。図 1 に、このセットアップを示します。
図 1

mLACP による MCEC
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DHD

mLACP ኻᔕ
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仮想 LACP ピアを形成する PoA は、DHD の観点から、冗長グループのメンバとして定義されます。
DHD への単一デバイスとして出現する冗長グループ内の PoA の場合、これらの PoA 間の状態は、コ
ントロール専用の Interchassis Communication Channel（ICC）を提供する Interchassis
Communication Protocol（ICCP）を経由して同期化する必要があります。
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Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、システムはアクティブ / スタンバイ冗長モードで機能します。こ
のモードでは、単一 PoA のみに接続する DHD アップリンクは随時アクティブにできます。DHD は 1
つの PoA をアクティブとして認識し、もう一方をスタンバイとして認識しますが、特定の PoA が、あ
る DHD ではアクティブとなり、別の DHD ではスタンバイとなる可能性があります。この機能によ
り、2 つの PoA が別々のサービスに対してロード シェアを実行できます。

MPLS 疑似ワイヤ冗長メカニズムとの相互作用
図 1 に示すネットワーク セットアップは、Multiprotocol Label Switching（MPLS）による Virtual
Private LAN Service（VPLS; バーチャル プライベート LAN サービス）および Virtual Private Wire
Service（VPWS; バーチャル プライベート回線サービス）の導入に対する Provider Edge（PE; プロバ
イダー エッジ）ノード冗長性の提供に使用できます。このような導入では、コアからリモート PE ノー
ドへの接続に冗長性を提供する MPLS 疑似ワイヤが、PoA のアップリンクに収容されます。ネット
ワークが適切に動作するには、mLACP などの接続回線に採用された冗長メカニズムと、MPLS 疑似ワ
イヤに採用された冗長メカニズムの間の相互動作が必要です。この相互作用により、特定の PoA で、
接続回線と疑似ワイヤの間の状態（アクティブまたはスタンバイ）が同期化されます。

RFC 4447 では、Link Distribution Protocol（LDP）によって疑似ワイヤ ステータスを送信するメカニズ
ムが導入され、接続回線と疑似ワイヤ障害情報をレポートするための一連のステータス コードが定義さ
れています。優先転送ステータス ビット（draft-ietf-pwe3-redundancy-bit）定義では、これらのコードを
拡張し、疑似ワイヤ冗長アプリケーションに次の 2 つのビットを含めることが提案されています。
• 優先転送ステータス：アクティブまたはスタンバイ
• 疑似ワイヤ スイッチオーバーの要求
このドラフトでは次の 2 つの動作モードも提案されます。

• 独立モード：ローカル PE は、リモート PE から独立した疑似ワイヤのステータスで決まります。
• 1 次モードおよび 2 次モード：PE のいずれか 1 つが、ハンドシェーク メカニズムを通じたリモー
ト側の状態を決定します。

mLACP 機能の場合、動作は独立モードに基づいたものになります。PoA 間で ICC を実行することに
より、優先転送ステータス ビットのみが必要となります。疑似ワイヤ スイッチオーバーの要求ビット
は使用されません。
ローカル疑似ワイヤ ステータス（アクティブまたはスタンバイ）は、冗長グループ内の PoA 別に個別
に決定され、通知形式でリモート PE にリレーされます。同様に、リモート PE は、その疑似ワイヤ ス
テータスの固有の選択を実行し、コアの別の側にある PoA に通知します。
このローカル状態の交換の後で、トラフィック転送に使用する疑似ワイヤは、ローカル側とリモート側
の両方で別々にアクティブになるように選択されます。
接続回線の冗長メカニズムにより、疑似ワイヤの冗長メカニズムが決まり、管理されます。mLACP
は、設定済みの LACP システム プライオリティおよびポート プライオリティに応じて、特定の PoA で
の接続回線のステータスを決定します。次に、特定の PoA での疑似ワイヤのステータスは、ローカル
接続回線のステータスと同期化されます。この同期化によって、アクティブな接続回線のある PoA に
は、アクティブな疑似ワイヤが提供されます。同様に、スタンバイ モードの接続回線がある PoA に
は、スタンバイ モードで疑似ワイヤが提供されます。接続回線の転送ステータスが疑似ワイヤの転送
ステータスと同期化されていることを確認することによって、冗長グループ内の PoA ノード間でデー
タを転送する必要がなくなります。この同期化により、プラットフォームの帯域幅が節約されます。同
期化が行われないと、この帯域幅は、障害が発生した場合に PoA 間のデータ転送に消費されることに
なります。
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冗長メカニズムのプロセス
キャリア イーサネットの冗長ソリューションには、次のプロセス（および mLACP ソリューションへ
のプロセスの適用方法）が含まれている必要があります。

• 接続回線のアクティブ ステータスまたはスタンバイ ステータスの選択：この選択は、アクセス
ノードまたはネットワーク、集約ノード、あるいはこの 2 つの組み合わせにより実行できます。
mLACP の場合、接続回線ステータスの選択は、DHD と PoA 間のコラボレーションによって決ま
ります。

• 疑似ワイヤ転送ステータスの通知：この通知は VPWS 導入および VPLS 導入時、つまり、PoA
アップリンクが疑似ワイヤ テクノロジーを採用する際に mLACP 動作で必須です。PoA がアク
ティブ ロールかスタンバイ ロールのどちらに決まっても、ネットワークの遠端にある PE に対し
て、関連する疑似ワイヤのステータスを送信する必要があります。MPLS 疑似ワイヤの場合、これ
は LDP を使用して実行されます。
• MAC フラッシュ指示：この指示は、コンバージェンスにかかる時間を短縮し、トラフィックのブ
ラックホール化の可能性を排除するため、すべての冗長メカニズムで必須のプロセスです。

mLACP 冗長メカニズムは、関係する 802.1Q/802.1ad/802.1ah MAC フラッシュ メカニズムと
VPLS の MAC フラッシュ メカニズムに組み込まれる必要があります。
（注）

ブラックホールは、データがその目的とする受信側に到達しなかったことを送信元に通知せず
に、受信トラフィックがドロップされた場合に発生します。ブラックホールは、失われたトラ
フィックがモニタされているときにのみ検出できます。

• アクティブ VLAN 通知：mLACP では、PoA がアクティブ / スタンバイ冗長モデルに従っている限
り、この通知は不要です。
図 2 に、キャリア イーサネット ネットワークにおける冗長メカニズムを示します。
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図 2

キャリア イーサネット ネットワークにおける冗長メカニズム
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mLACP を使用したデュアルホーム接続トポロジ
mLACP 機能により、LACP ステート マシンとプロトコルが、デュアルホーム接続トポロジで動作で
きるようになります。mLACP 機能は、既存の LACP 実装環境をマルチシャーシ特有の要件から分離
し、LACP が IEEE 802.3ad 規格の順守を維持できるようにします。mLACP 機能は、各冗長グループ
の DHD に IEEE 802.3ad の単一仮想インスタンスを提示します。仮想 LACP インスタンスは、IEEE
802.3ad 規格に従って DHD と連動し、複数のシャーシにまたがる LAG を形成します。

LACP および 802.3ad でのパラメータの交換
IEEE 802.3ad では、LACP システムの MAC アドレスとシステム プライオリティの連結により、
LACP システム ID（8 バイト）が形成されます。システム ID は、2 バイトのシステム プライオリティ
値を、システム ID の最上位の 2 つのオクテットとすることで形成されます。システム MAC アドレス
は、システム ID の残りの部分（オクテット 3 から 8）を形成します。システム ID のプライオリティ比
較は、数値の小さい ID に基づいて行われます。
最もプライオリティの高い LACP を提供するには、mLACP モジュールは、特定の冗長グループのシ
ステム MAC アドレスおよびプライオリティの値を、その冗長グループ ピアに伝達し、この逆の操作
も行います。次に mLACP は特定の冗長グループ内の PoA 中で最も値の小さいシステム ID を選択し、
冗長グループの仮想 LACP インスタンスのシステム ID として使用します。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、特定の冗長グループで使用するシステム MAC アドレスとシス
テム プライオリティを指定するため、2 つの LACP コンフィギュレーション コマンド（mlacp
system-mac mac-address と mlacp system-priority priority-value ）が導入されています。これらのコ
マンドでは、接続回線のどちら側が LAG の選択ロジックを制御するかの決定をうまく設定できます。
システム MAC アドレスのデフォルト値は、シャーシのバックプレーンのデフォルト MAC アドレスで
す。プライオリティのデフォルト値は 32768 です。
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ポート ID
IEEE 802.3ad はシステム内でポートを一意的に識別するため、4 バイトのポート ID を使用します。
ポート ID はポート プライオリティとポート番号が連結したもので、システムごとに固有であり、シス
テムでの個々のポートを識別します。ポート ID 間の数値による比較は、符号なし整数の比較により実
行されます。2 バイトの Port Priority フィールドは、ポート ID の最上位 2 つのオクテットに配置され
ます。2 バイトのポート番号が 3 番目と 4 番目のオクテットを構成します。mLACP 機能は、特定の冗
長グループのポート ID が一意になるように調整します。

ポート番号
ポート番号は、デバイス内のポートの固有 ID として機能します。ポートに対する LACP ポート番号はポー
。
トの ifIndex 値と同じです（または Cisco 7600 ルータ上のスロットおよびサブスロットに基づいています）

LACP は、再配線を検出するポート番号により異なります。マルチシャーシ動作の場合、mlacp
node-id node-id コマンドを入力して、2 つの PoA 間でポート番号がオーバーラップしないように調整
する必要があります。

ポート プライオリティ
ポート プライオリティは、LAG で使用できるリンクの最大数に関してハードウェアまたはソフトウェ
アの制約がある場合に、どのポートをアクティブ モードにして、どのポートをスタンバイ モードのま
まにしておくかを決める際に LACP の選択ロジックで使用されます。アクティブ / スタンバイ冗長モー
ドでのマルチシャーシ操作の場合、アクティブ PoA に接続しているすべてのリンクのポート プライオ
リティが、スタンバイ PoA に接続しているリンクのポート プライオリティよりも高くなっている必要
があります。これらのポート プライオリティは、明示的な設定によって保証されるか、選択基準に応
じたポート プライオリティが、システムによって自動的に調整されます。たとえば、ポート プライオ
リティの最も高い PoA をアクティブ PoA として選択し、ポート キーが同じである他のすべてのリンク
のプライオリティを等しい値になるようにダイナミックに調整します。

Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、mLACP 機能はアクティブ / スタンバイ冗長モデルのみがサポー
トされます。各メンバ リンクの LACP ポート プライオリティは、特定の PoA の LAG に属するリンク
ごとに同じにする必要があります。この要件をサポートするには、Command-Line Interface（CLI; コ
マンドライン 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 モードで mlacp
lag-priority コマンドを実装します。このコマンドにより、LAG 内のすべてのローカル メンバ リンク
に対して LACP ポート プライオリティが設定されます。個々のメンバ リンクの LACP プライオリティ
（lacp port-priority コマンドで設定）は、mLACP ポート チャネルに属するリンクで無視されます。
mlacp lag-priority コマンドは、次の 2 つの操作で PoA フェールオーバーを強制するために使用され
ることもあります。
• アクティブ PoA の LAG プライオリティを、スタンバイ PoA での LAG プライオリティよりも大
きい値に設定します。この設定では、PoA がアクティブになる前にスタンバイ リンクでの LACP
リンク状態遷移が最小数しか必要でないため、最速のフェールオーバーが発生します。

• スタンバイ PoA の LAG プライオリティを、アクティブ PoA での LAG プライオリティよりも小
さい値に設定します。この設定では、スタンバイ リンクが発生してアクティブになる前に、リン
クが OUT_OF_SYNC を DHD に通知する必要があるため、フェールオーバーにかかる時間が若干
長くなります。
場合によっては、動作プライオリティと、設定されたプライオリティは、フェールオーバーを強制する
ためにダイナミック ポートのプライオリティ管理を使用する際に異なることがあります。この場合、設
定されたバージョンは、ポート チャネルが非リバーティブ モードで動作していない限り、変更されませ
ん。現在の動作プライオリティを表示するには、show lacp multichassis port-channel コマンドを入力し
ます。設定されたプライオリティ値は、show running-config コマンドを使用して表示できます。
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マルチシャーシに関する考慮事項
LACP はリンク層プロトコルであるため、リンク上で交換されるすべてのメッセージには、そのリンク
に対して固有でローカルな情報が含まれます。交換される情報の内容は次のとおりです。
• システム アトリビュート：プライオリティおよび MAC アドレス
• リンク アトリビュート：ポート キー、プライオリティ、ポート番号、および状態
マルチシャーシ セットアップを経由して動作するために LACP を拡張すると、2 つのシャーシ間のプ
ロトコル アトリビュートと状態の同期化が必要になります。

システム MAC アドレス
LACP は、特定のリンクを経由して接続しているリモート デバイスの ID を特定するシステム MAC ア
ドレスにより異なります。したがって、この接続から 2 つの別個のデバイスへの DHD をマスクするに
は、2 つの PoA 間でのシステム MAC アドレスの調整が必要です。Cisco IOS ソフトウェアでは、
LACP のシステム MAC アドレスのデフォルト値は、ROM バックプレーン ベース MAC アドレスで、
設定による変更はできません。マルチシャーシ動作では、次の 2 つの条件が必要です。
• 各 PoA のシステム MAC アドレスは、そのピアに伝達される必要がある：たとえば、PoA は、よ
り小さい数値の MAC アドレスをシステム MAC アドレスにするために選択します。このアービト
レーション方式は、同じ値に解決される必要があります。より小さい数値の MAC アドレスの選択
には、より高いシステム プライオリティを指定できるという利点があります。

• システム MAC アドレスが設定可能：システム プライオリティは、MAC アドレスにより異なるも
のがあり、サービス プロバイダーは、PoA が DHD よりも高いプライオリティを持つことを保証
できます（たとえば、DHD と PoA の両方に同じシステム プライオリティが設定され、サービス
プロバイダーが DHD で制御しない場合）。プライオリティが高いと、PoA のポート プライオリ
ティが、DHD のポート プライオリティ設定のすべてよりも優先されることが保証されます。シス
テム MAC アドレスを設定する場合は、アドレスが両方の PoA で均一である必要があります。値
が均一でないと、デフォルトの MAC アドレスが選択された時点で、システムが自動的に不一致を
アービトレーションします。

システム プライオリティ
LACP では、LAG の確立時に、どのピアのポート プライオリティが選択ロジックで使用されるかを決
定するため、システム プライオリティがすべてのデバイスに関連付けられている必要があります。
Cisco IOS ソフトウェアでは、このパラメータは CLI による設定が可能です。マルチシャーシ操作の場
合、このパラメータは PoA によって調整され、同じ値が DHD に示されます。

ポート キー
ポート キーは、特定のシステムに、どのリンクが LAG を形成できるかを示します。このキーは、LACP
システムに対してローカルで重要であり、LACP ピアでのキーと一致する必要はありません。DHD 上と
PoA 上に同じキーがある場合、同じ LAG に加わる候補として 2 つのリンクがありますが、DHD 上の
キーが PoA 上のキーと同じである必要はありません。キーがポートを集約するニーズに応じて設定され
る場合は、マルチシャーシ動作に関してこのパラメータに対する特別な考慮事項はありません。
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障害保護のシナリオ
mLACP 機能には、ポート障害、リンク障害、およびノード障害からの保護によるネットワーク復元力
が備わっています。この機能は 5 つに分類できます。図 3 に、ネットワークでの障害ポイントを A か
ら E で示します。
• A：DHD 上のアップリンク ポート障害
• B：イーサネット リンク障害
• C：アクティブ PoA 上のダウンリンク ポート障害
• D：アクティブ PoA ノード障害
• E：アクティブ PoA アップリンク障害
図 3

mLACP 保護の障害ポイント

ࠬ࠲ࡦࡃࠗ
PoA

DHD

B
C

D
ࠕࠢ࠹ࠖࡉ
PoA

E
277479

A

これらの障害のいずれかが発生すると、システムは、アクティブ PoA からスタンバイ PoA へのスイッ
チオーバーをトリガーすることにより応答します。スイッチオーバーには、PoA のアップリンクとダ
ウンリンクの同時フェールオーバーが含まれます。
障害ポイント A と C はポート障害です。障害ポイント B はイーサネット リンク障害で、障害ポイント
D はノード障害です。障害ポイント E は、PoA が MPLS ネットワークに接続する際の、次の 4 つの異
なるタイプのアップリンク障害のうちの 1 つを示しています。

• 疑似ワイヤ障害：個々の疑似ワイヤのモニタリング（VCCV-BFD の使用など）および疑似ワイヤ
障害時に、関連付けられたサービス インスタンスに対してアップリンク障害を宣言します。

• リモート PE IP パス障害：リモート PE への IP 到達可能性のモニタリング（IP Route-Watch の使
用など）およびルート障害時に、関連付けられたすべてのサービス インスタンスに対してアップ
リンク障害を宣言します。

• LSP 障害：特定のリモート PE に対する LSP のモニタリング（自動化 LSP-Ping の使用など）およ
び LSP 障害時に、関連付けられたすべてのサービス インスタンスに対してアップリンク障害を宣
言します。

• PE 分離：PE の物理コア側インターフェイスのモニタリング。これらのインターフェイスのすべて
がダウンすると、PE は事実上コア ネットワークから分離され、影響を受けるすべてのサービス イ
ンスタンスに対してアップリンク障害が宣言されます。

9

マルチシャーシ LACP

mLACP について

IP/MPLS ネットワークが、MPLS Fast ReRoute（FRR）などのネイティブ冗長メカニズムおよび復元
力メカニズムを採用している限りは、PE 分離からの保護を提供するには mLACP ソリューションで充
分です。疑似ワイヤ、LSP、および IP パス障害は、ネイティブ IP/MPLS 保護手順によって管理されま
す。つまり、mLACP を介したシャーシ間フェールオーバーは、ネイティブ IP/MPLS 保護メカニズム
が無効にされるため、PE がコア ネットワークから完全に分離した場合にのみトリガーされます。その
ため、障害ポイント E は、コア ネットワークからの PE 分離を示すために使用されます。
（注）

モニタリングが必要な core-facing インターフェイスの集合は、明示的な設定により識別されます。
core-facing インターフェイスの集合は、冗長グループごとに個別に定義される必要があります。障害
ポイント E は、障害ポイント A、B、C とは異なり、特定の PoA 上に設定されたすべてのマルチ
シャーシ LAG に対するフェールオーバーに影響し、フェールオーバーをトリガーします。

動作可能なバリアント
LACP には、デバイス間にリンク冗長性を提供するため、LAG 内の 1 つ以上のリンクの集合がスタン
バイ モードで設定されるメカニズムが備わっています。この冗長性は、通常、（ハードウェアまたはソ
フトウェアの制限、あるいは設定の制限により）デバイスが特定の LAG に集約できるリンク数よりも
多くのポートを同じキーで設定することで実現します。アクティブ / スタンバイ冗長性の場合、2 つの
ポートが同じポート キーで設定され、LAG で使用できるリンクの最大数は 1 に設定されます。DHD
および PoA が、設定によって LAG ごとのリンク数をすべて制限できる場合、次の 3 つの動作可能なバ
リアントが使用できます。

DHD ベース コントロール
DHD はバンドルごとの最大リンク数を 1 に制限するように設定されますが、PoA は、この数を 1 より
も大きい値に制限するように設定されます。したがって、アクティブ / スタンバイ リンクの選択は
DHD が担当します。アクティブに指定されるリンクとスタンバイに指定されるリンクは、プライオリ
ティの高いシステムに設定した相対的なポート プライオリティにより異なります。プライオリティの
高いシステムに設定された PoA が、引き続き選択の結果を決定できます。DHD は選択を行い、ポート
のプライオリティが低いリンクをスタンバイ モードに設定します。
DHD コントロール フェールオーバーに対応するには、DHD をリンク数（L）と等しい max-bundle 値
で設定する必要があります。L は、DHD を PoA に接続しているリンクの最小数です。max-bundle 値
は、リンクのバンドルから両方の PoA まで、DHD を同時に制限（アクティブ / アクティブ）します。
DHD はアクティブ / スタンバイ リンクの選択を制御しますが、PoA は、DHD のシステム プライオリ
ティより低いプライオリティ値で、PoA の仮想 LACP インスタンスを設定することにより、引き続き
個々のメンバ リンク プライオリティを決定できます。

DHD コントロール バリアントは、PoA の最小リンクしきい値障害ポリシーと組み合わせて使用する必
要があります。しきい値は L（上記の例で説明したものと同じ）に設定されます。最小リンクしきい値
は、PoA ごとに設定される必要があります。フェールオーバーがトリガーされない（最小リンクしき
い値は満たされています）A リンク障害、B リンク障害、または C リンク障害により、DHD が、スタ
ンバイ PoA に送信するスタンバイ リンクのうち 1 つをバンドルに追加するためです。こうして追加さ
れたリンクにより、サポート対象外のアクティブ / アクティブ シナリオが発生します。
（注）

DHD コントロールは、スタンバイ PoA で、他のバリアントよりもフェールオーバー回数が多い
mLACP ホット スタンバイ状態を使用しません。
DHD コントロールは、DHD がすべてのリンクをバンドルしようとすることを制限し、接続回線側で
のスプリット ブレイン問題を排除します。
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PoA コントロール
PoA コントロールでは、PoA はバンドルごとの最大リンク数を、PoA に送信するリンク数（L）と等
しくなるように設定します。DHD は、そのパラメータ セットを使用して L よりも大きいいずれかの値
に設定されます。したがって、アクティブ / スタンバイ リンクの選択は PoA が担当します。

共有コントロール（PoA および DHD）
共有コントロールでは、DHD と PoA の両方はバンドルごとの最大リンク数を、PoA に送信するリン
ク数（L）に制限するように設定されます。この設定では、各デバイスがアクティブ / スタンバイ リン
クを個別に選択します。共有コントロールは、DHD コントロールと同じ方法でスプリット ブレイン問
題を制限するという点で有利です。共有コントロールは、DHD コントロールで普及しているアクティ
ブ / アクティブ傾向には影響されません。共有コントロールの不利な点は、フェールオーバー時間が
DHD と PoA の両方で決定されるという点です。それぞれがスタンバイ リンクを SELECTED に変え、
リンクが IN_SYNC に移行する前に各 WAIT_WHILE_TIMER の期限が切れるのを待機します。
フェールオーバー時間とリンク状態の変更を個別に決定することは、1 秒よりも短いフェールオーバー
時間を提供するために、DHD と PoA の両方が LACP ファスト スイッチオーバー機能をサポートする
必要があることを意味します。

mLACP フェールオーバー
mLACP は次の障害のいずれかが発生した場合、PoA フェールオーバーをスタンバイ PoA に強制的に
変更します。
• DHD アップリンク ポート、イーサネット リンク、またはアクティブ PoA 上のダウンリンク ポー
トの障害：ポリシー フェールオーバーが設定済みのフェールオーバー ポリシー経由でトリガーさ
れ、強制フェールオーバーと見なされます。Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、設定済み最小
バンドルしきい値が唯一のオプションです。アクティブ PoA へのアクティブ リンクおよび
SELECTED リンクの数が、設定済みの最小しきい値を下回ると、mLACP は、スタンバイ PoA の
メンバ リンクへのフェールオーバーを強制します。この最小しきい値は、インターフェイス コン
フィギュレーション モードで port-channel min-links コマンドを使用して設定されます。PoA は、
使用中の操作コントロール バリアントから独立してフェールオーバーを決定します。

• アクティブ PoA の障害：この障害はスタンバイ PoA により検出されます。スタンバイ PoA 上の
mLACP に、ICRM を経由した障害が通知され、そのローカル メンバ リンクが発生するため、
mLACP は自動的にスタンバイ側にフェールオーバーされます。DHD コントロール バリアントで
は、この障害は、合計メンバのリンク障害と同じように見えます。また、DHD はスタンバイ リン
クをアクティブにします。

• アクティブ PoA アップリンクの障害：mLACP は、PE 分離の ICRM によって通知され、そのアク
ティブ メンバ リンクを解放します。この障害は、「強制フェールオーバー」で、使用中の操作コン
トロール バリアントから独立した PoA により決定されます。

ダイナミック ポート プライオリティ
デフォルトのフェールオーバー メカニズムは、LACP の選択ロジックで、必要なスタンバイ リンクを
SELECTED 状態および Collecting_Distributing 状態へ移行する場合、ローカル メンバ リンク上のダ
イナミック ポート プライオリティの変更を使用します。この状態の変更は、現在のアクティブ PoA に
あるすべての対象メンバ リンクの LACP アクター ポート プライオリティ値が、スタンバイ PoA の
ポート プライオリティ（スタンバイ PoA のポートに、リンクをバンドルするためにより高い要求を付
与する）よりも高い数値に変更されたときに発生します。アクター ポート プライオリティを変更する
と、冗長グループ内のすべてのピアに対して mLACP Port Config Type-Length-Value（TLV）メッセー
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ジを送信します。これらのメッセージは、現在のアクティブ PoA がそのロールを解放しようとするス
タンバイの PoA への通知としても機能します。次に、LACP はスタンバイ リンクを SELECTED 状態
に移行し、現在アクティブなすべてのリンクを STANDBY に移行します。
ダイナミック ポート プライオリティの変更は、実行設定または NVRAM 設定に対して自動的に書き出
されません。システムのリロード時に現在のプライオリティを使用する場合は、mlacp lag-priority コ
マンドを使用し、設定を保存する必要があります。

リバーティブ モードと非リバーティブ モード
ダイナミック ポート プライオリティ機能は、リバーティブ モードと非リバーティブ モードの両方を提
供するため、mLACP 機能によって使用されます。デフォルトの動作は、単一シャーシ LACP でのデ
フォルトであるリバーティブです。lacp failover non-revertive コマンドをインターフェイス コンフィ
ギュレーション モードで使用することにより、ポート チャネル ベースごとに、非リバーティブ モード
をイネーブルにできます。Cisco IOS Release 12.2(33)SRE では、このコマンドは mLACP でのみサ
ポートされます。
フェールオーバーの制限に非リバーティブ モードが使用され、トラフィックの損失が発生する可能性
があります。ダイナミック ポート プライオリティの変更は、新たにアクティブになった PoA が、障害
の発生した PoA が回復した後でも引き続きアクティブであることを確認するために使用されます。
リバーティブ モード操作により、設定済みのプライマリ PoA が障害から回復した後に、この PoA を強
制的にアクティブ状態に戻します。ダイナミック ポート プライオリティの変更は、回復中の PoA がそ
のアクティブ ロールを再開できるようにするために必要なときに使用されます。

ブルートフォース シャットダウン
ブルートフォース シャットダウンは強制フェールオーバー メカニズムで、アクティブ ステータスを放
棄する PoA 上の特定の LAG に対するアクティブな物理的メンバ リンク インターフェイスを終了させ
ます。このメカニズムは、ダイナミック ポート プライオリティの変更を管理する DHD の機能に依存
せず、DHD の LACP 実装の不備を補償するものです。
ブルートフォース シャットダウンは、個々のメンバ リンクのステータスを ADMIN_DOWN に変更し、
スタンバイ リンクのアクティブ状態への移行を強制します。このプロセスにより、リンク状態をモニ
タするためのローカル LACP の実装環境の機能が排除されます。
ブルートフォース シャットダウンはリバーティブ モードで動作するため、ダイナミック ポート プライ
オリティはアクティブ選択のコントロールに使用できません。ブルートフォース アプローチは、イン
ターフェイス コンフィギュレーション モードで lacp failover brute-force コマンドによって設定され
ます。このコマンドは、非リバーティブ設定とは併用できません。
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シャーシ間冗長マネージャを使用したピア モニタリング
ピアが Interchassis Redundancy Manager（ICRM; シャーシ間冗長マネージャ）を使用してモニタする
方法は次の 2 つがあります。

• Routewatch（RW）：この方式がデフォルトです。
• Bidirectional Forwarding Detection（BFD; 双方向フォワーディング検出）：冗長グループは
monitor peer bfd コマンドを指定して設定する必要があります。

（注）

Stateful SwitchOver（SSO; ステートフル スイッチオーバー）導入（シャーシでの冗長サポートあり）
の場合、SSO フェールオーバー後のスプリット ブレインを回避するには、BFD モニタリングと ICCP
接続のスタティック ルートが必要です。Routewatch は、ヘルス モニタに関して、SSO と互換性があ
りません。
冗長グループのピア（メンバ IP）ごとに、モニタリング隣接関係が作成されます。IP アドレスが同じ
ピアが 2 つある場合、隣接関係はモニタリング モードに関わらず共有されます。たとえば、冗長グ
ループ 1 と 2 がメンバ IP 10.10.10.10 と対になっていると、両方の冗長グループで共有される
10.10.10.10 への隣接関係のみが存在します。さらに、冗長グループ 2 が RW を使用している間は、冗
長グループ 1 は BFD モニタリングを使用できます。

（注）

BFD は RW に完全に依存します。BFD モニタリングを開始するには、ICRM に対するピアへのルート
が必要です。BFD では RW も行われるため、隣接関係のステータスが誤解されることがありますが、
ステータスは正確に状態を示しています。また、ピア PoA へのルートが、システム間の直接接続
（バックツーバック）リンクを経由していない場合、BFD によって誤った結果がもたらされる可能性が
あります。
show redundancy interface コマンドからの出力例は次のとおりです。
Router# show redundancy interface
Redundancy Group 1 (0x1)
Applications connected: mLACP
Monitor mode: Route-watch
member ip: 201.0.0.1 ‘mlacp-201’, CONNECTED
Route-watch for 201.0.0.1 is UP
mLACP state: CONNECTED
ICRM fast-failure detection neighbor table
IP Address
Status Type Next-hop IP
==========
====== ==== ===========
201.0.0.1
UP
RW

Interface
=========

show redundancy interchassis コマンドによって表示される隣接ステータスを理解するには、表 1 を
参照してください。
表 1

show redundancy interchassis コマンドのステータス情報

隣接タイプ

隣接ステータス

意味

RW

DOWN

RW または BFD が設定済みですが、指定された IP アドレ
スへのルートがありません。

RW

UP

RW または BFD が設定済みです。RW が実行中です。ピア
への有効なルートがあります。BFD が設定済みで、隣接ス
テータスが UP の場合、BFD はルートの隣接インターフェ
イスに設定されていない可能性があります。
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表 1

show redundancy interchassis コマンドのステータス情報 （続き）

隣接タイプ

隣接ステータス

意味

BFD

DOWN

BFD が設定済みです。ルートが存在し、ルートの隣接は、
BFD がイネーブルになっているインターフェイスに対して
設定されています。BFD は開始されていますがピアがダウ
ンしています。ピアが存在しないか、BFD がピアのイン
ターフェイスに設定されていないため、DOWN ステータ
スの可能性があります。

BFD

（注）

UP

BFD が設定済みで動作可能です。

隣接タイプが「BFD」の場合は、BFD のステータスに関わらず、RW のステータスは UP となります。

MAC フラッシュ メカニズム
マルチポイント ブリッジ サービス（VPLS など）にマルチシャーシ冗長性を提供するために mLACP
が使用される場合には、トラフィックがブラックホール化する可能性をなくすため、MAC フラッシュ
通知メカニズムが必要です。
プライマリ PoA からセカンダリ PoA へのフェールオーバーで、問題のある DHD が非アクティブのままに
なっていて、ネットワーク エリア内の他のリモート デバイスが、この DHD にトラフィックを送信しよう
としている間は、サービスでトラフィック ブロックが発生します。ネットワーク内のリモート ブリッジに
は、障害の発生した PoA を示す失効した MAC のエントリと、障害の発生した PoA への DHD を宛先とす
る直接トラフィックがあります。このトラフィックはドロップされます。このブラックホール化は、リ
モート デバイスが、失効した MAC アドレス テーブルのエントリをエージアウトするまで続行されます
。この例外事態が起きないようにするため、サービスを管理する新たにアクティブ
（通常、5 分かかります）
となった PoA が、問題のあるサービスに対して失効した MAC アドレスのエントリをフラッシュするため、
MAC フラッシュ通知メッセージをネットワーク内のリモート デバイスに送信します。

MAC フラッシュ メッセージの実際の形式は、ネットワーク トランスポート（ネイティブ
802.1Q/802.1ad イーサネット、ネイティブ 802.1ah イーサネット、VPLS、または VPLS を経由する
Provider Backbone Bridge（PBB; プロバイダー バックボーン ブリッジ））の特性により異なります。
さらに、802.1ah に関しては、Customer-MAC（C-MAC）アドレスのフラッシュと Bridge-MAC
（B-MAC）アドレスのフラッシュに使用されるメカニズム間の違いを認識することが重要です。
さまざまなメカニズムの詳細は、次のセクションで説明します。

マルチ I-SID 登録プロトコル

Multiple I-SID Registration Protocol（MIRP）は、802.1ah サービス インスタンスでデフォルトでイ
ネーブルになっています。802.1ah ネットワーク内での MIRP の使用を図 4 に示します。
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図 4

802.1ah ネットワークにおけるトラフィックのブラックホール化
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デバイス DHD1 は、2 つの 802.1ah バックボーン エッジ ブリッジ（BEB1 と BEB2）にデュアルホー
ム接続しています。当初のプライマリ パスは BEB1 経由であると想定しています。この構成では、
BEB3 は、DHD1 の背後にあるホスト（MAC アドレスは CM1）は、宛先 B-MAC M1 を介して到達で
きることを学習しています。DHD1 と BEB1 間のリンクに障害が発生し、DHD1 の背後にあるホスト
が非アクティブのままになっていると、BEB3 の MAC キャッシュ テーブルは、新規のパス ビューが
B-MAC アドレスが M2 の BEB2 経由であっても、BEB1 の MAC アドレスを引き続き参照します。
DHD2 の背後にあるホストから DHD1 の背後にあるホストに転送されたブリッジ トラフィックは、
誤って B-MAC M1 でカプセル化され、MAC トンネルを経由して BEB1 に送信されて、トラフィック
がブラックホール化しています。

DHD1 と BEB1 間のリンクに障害が発生した場合にトラフィックのブラックホール化問題が起きない
ようにするため、BEB2 は次の 2 つのタスクを実行します。
• 問題あるサービスに対して固有の MAC アドレス テーブルをフラッシュします。
• MAC アドレス テーブルをフラッシュする遠端の BEB（BEB3）に通知するため、アップリンクで
MIRP メッセージを送信します。MIRP メッセージは、Backbone Core Bridge（BCB; バックボー
ン コア ブリッジ）では認識されないことに注意してください。MIRP メッセージは BEB 上で処理
されます。BCB だけが B-MAC アドレスに基づいた取得と転送を行っており、C-MAC アドレス
では認識されないためです。

（注）

MIRP は、ネイティブ 802.1ah と VPLS 経由の PBB の両方に C-MAC アドレス フラッシュをトリガー
します。
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図 5 に MIRP の動作を示します。
図 5

802.1ah ネットワークにおける C-MAC フラッシュのための MIRP の動作
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MIRP は IEEE で定義されていませんが、IEEE 802.1ak Multiple Registration Protocol（MRP）に基づ
いていると予想されます。RP は、汎用アトリビュートの登録のため、複雑な Finite State Machine
（FSM; 有限状態マシン）を維持します。MIRP の場合、アトリビュートは I-SID です。したがって、
MIRP は、I-SID マルチキャスト ツリーごとに構築と削除を行う BEB 向けメカニズムを提供します。
MIRP の C-MAC フラッシュ通知機能は、アトリビュート登録の特殊なケースです。MIRP の宣言が
「新規」であること、つまり BEB が特定の I-SID で関心を宣言した最初の通知であることを、デバイス
が示しています。
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LDP MAC アドレス回収
（VPLS 経由の PBB でない）従来の VPLS で、PE 冗長性に使用される場合、MAC フ
mLACP 機能が、
ラッシュ メカニズムは、RFC 4762 で定義された LDP MAC アドレス回収メッセージに基づきます。
必要な機能上の動作は次のとおりです。プライマリ PoA からスタンバイ PoA へのフェールオーバー
で、スタンバイ PoA は影響を受けるサービスのローカル MAC アドレス テーブルをフラッシュし、
LDP MAC アドレス回収メッセージを生成して、リモート PE に対し、その固有の MAC アドレス テー
ブルのフラッシュを通知します。影響を受ける Virtual Forwarding Instance（VFI; 仮想転送インスタン
ス）での疑似ワイヤごとに 1 つのメッセージが生成されます。

mLACP の設定方法
• 「シャーシ間グループ コマンドと基本的 mLACP コマンドの設定」（P.17）（必須）
• 「mLACP シャーシ間グループ コマンドと他のポート チャネル コマンドの設定」（P.19）
• 「VPWS の冗長性の設定」（P.21）
• 「VPLS の冗長性の設定」（P.24）
• 「階層型 VPLS の設定」（P.28）
• 「mLACP のトラブルシューティング」（P.32）（任意）

シャーシ間グループ コマンドと基本的 mLACP コマンドの設定
複数の PoA 間の通信を設定し、それら PoA を同じグループに設定するには、次のタスクを実行しま
す。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. redundancy
4. interchassis group group-id
5. monitor peer bfd
6. member ip ip-address
7. mlacp node-id node-id
8. mlacp system-mac mac-address
9. mlacp system-priority priority-value
10. backbone interface type number
11. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始します。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 4

interchassis group group-id

例：

冗長コンフィギュレーション モードでシャーシ間
グループを設定し、CLI をシャーシ間冗長モード
にします。

Router(config-red)# interchassis group
50

ステップ 5

monitor peer bfd

例：

ピアの状態をモニタするための BFD オプション
を設定します。デフォルトのオプションは
route-watch です。

Router(config-r-ic)# monitor peer bfd

ステップ 6

member ip ip-address

mLACP ピア メンバ グループの IP アドレスを設
定します。

例：
Router(config-r-ic)# member ip
172.3.3.3

ステップ 7

mlacp node-id node-id

mLACP 冗長グループのこのメンバによって、
LACP ポート ID フィールドで使用するノード ID

例：

を定義します。

Router(config-r-ic)# mlacp node-id 5

• 有効な範囲は 0 から 7 で、値はピアの値と異
なっている必要があります。

ステップ 8

mlacp system-mac mac-address

例：
Router(config-r-ic)# mlacp system-mac
aa12.be45.d799

冗長グループの mLACP メンバに、アービトレー
ション用のシステム MAC アドレス値を定義して
アドバタイズします。

• mac-address 引数のフォーマットは、MAC
アドレス標準フォーマット（aabb.ccdd.eeff）
にする必要があります。

ステップ 9

mlacp system-priority priority-value

例：
Router(config-r-ic)# mlacp
system-priority 100

冗長グループの他の mLACP メンバにアドバタイ
ズされるシステム プライオリティを定義します。

• システム プライオリティの値は 1 ～ 65535 で
す。デフォルト値は 32768 です。
• 割り当てる値は DHD よりも小さくする必要
があります。
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コマンドまたはアクション
ステップ 10 backbone interface type number

目的

mLACP コンフィギュレーションのバックボーン
インターフェイス設定を定義します。

例：
Router(config-r-ic)# backbone
interface GigabitEthernet2/3

ステップ 11 end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-r-ic)# end

mLACP シャーシ間グループ コマンドと他のポート チャネル コマンドの
設定
ポート チャネル固有の mLACP アトリビュートを設定するには、次のタスクを実行します。mlacp
interchassis group シャーシ間グループ コマンドは、ポート チャネル インターフェイスを前の
「シャーシ間グループ コマンドと基本的 mLACP コマンドの設定」（P.17）で作成したシャーシ間グ
ループにリンクします。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface port-channel port-channel-number
4. lacp max-bundle max-bundles
5. lacp failover {brute-force | non-revertive}
6. exit
7. redundancy
8. interchassis group group-id
9. exit
10. exit
11. errdisable recovery cause mlacp-minlink
12. exit
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable
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ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

interface port-channel port-channelnumber

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 4

lacp max-bundle max-bundles

例：
Router(config-if)# lacp max-bundle 4

PoA に接続する max-bundle リンクを設定しま
す。max-bundles 引数の値は、PoA に接続してい
る LAG 内のリンクの総数よりも小さくする必要
があります。
• 冗長グループが、DHD コントロール、PoA
コントロール、またはこの両方に含まれるか
どうかを決定します。

• 値の範囲は 1 ～ 8 です。デフォルト値は 8 です。
ステップ 5

lacp failover {brute-force |
non-revertive}

例：
Router(config-if)# lacp failover
brute-force

mLACP スイッチオーバーを非リバーティブまた
はブルートフォースに設定します。このコマンド
はオプションです。

• デフォルト値はリバーティブ（180 秒の遅延
あり）です。

• ブルートフォースを設定した場合、各
mLACP 障害に対して最小リンク障害が発生
するか、ダイナミック ラグ プライオリティ
の値が変更されます。
ステップ 6

exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 7

redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 8

interchassis group group-id

例：

ポート チャネルが mLACP ポート チャネルであ
ることを指定します。group-id は設定済みの冗長
グループと一致している必要があります。

Router(config-red)# interchassis group
230

ステップ 9

exit

シャーシ間冗長コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-r-ic)# exit

ステップ 10 exit

例：
Router(config-red)# exit
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ステップ 11 errdisable recovery cause mlacp-minlink ポート チャネルのフェールオーバー状態からの自
動リカバリをイネーブルにします。

例：
Router(config)# errdisable recovery
cause mlacp-minlink

ステップ 12 end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config)# end

VPWS の冗長性の設定
レイヤ 2 VPN サービス冗長性を提供するには、このタスクを実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. pseudowire-class pw-class-name
4. encapsulation mpls
5. status peer topology dual-homed
6. exit
7. interface port-channel port-channel-number
8. no ip address
9. lacp fast-switchover
10. lacp max-bundle max-bundles
11. exit
12. redundancy
13. interchassis group group-id
14. exit
15. exit
16. interface port-channel port-channel-number
17. service instance id ethernet [evc-name]
18. encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]] [native]
19. exit
20. xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name} [pw-class
pw-class-name] [sequencing {transmit | receive | both}]
21. backup peer peer-router-ip-addr vcid [pw-class pw-class-name] [priority value]
22. end
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

pseudowire-class pw-class-name

例：

レイヤ 2 疑似ワイヤ クラスの名前を指定し、疑似
ワイヤ クラス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config)# pseudowire-class
ether-pw

ステップ 4

encapsulation mpls

例：

疑似ワイヤを経由したレイヤ 2 トラフィックのト
ンネリングに MPLS がデータ カプセル化方式と
して使用されることを指定します。

Router(config-pw-class)# encapsulation
mpls

ステップ 5

status peer topology dual-homed

例：
Router(config-pw-class)# status peer
topology dual-homed

ステップ 6

exit

接続回線ステータスの反映を、プライマリ疑似ワ
イヤとセカンダリ疑似ワイヤの両方でイネーブル
にします。この状態は、ピア PE がデュアルホー
ム接続デバイスに接続している場合に必要です。
疑似ワイヤ クラス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-pw-class)# exit

ステップ 7

interface port-channel
port-channel-number

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 8

no ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当
てないことを指定します。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 9

lacp fast-switchover

LACP の 1 対 1 のリンク冗長性をイネーブルにし
ます。

例：
Router(config-if)# lacp fast-switchover
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ステップ 10 lacp max-bundle max-bundles

例：
Router(config-if)# lacp max-bundle 4

PoA に接続する max-bundle リンクを設定しま
す。max-bundles 引数の値は、PoA に接続してい
る LAG 内のリンクの総数よりも小さくする必要
があります。
• 冗長グループが、DHD コントロール、PoA
コントロール、またはこの両方に含まれるか
どうかを決定します。

• 値の範囲は 1 ～ 8 です。デフォルト値は 8 で
す。
ステップ 11 exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 12 redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 13 interchassis group group-id

例：
Router(config-red)# interchassis group
230

ステップ 14 exit

ポート チャネルが mLACP ポート チャネルであ
ることを指定します。

• group-id は設定済みの冗長グループと一致し
ている必要があります。
シャーシ間冗長コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-r-ic)# exit

ステップ 15 exit

冗長コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-red)# exit

ステップ 16 interface port-channel
port-channel-number

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 17 service instance id ethernet [evc-name] イーサネット サービス インスタンスを設定しま
す。

例：
Router(config-if)# service instance 1
ethernet

ステップ 18 encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id
[-vlan-id]] [native]

VLAN の指定されたサブインターフェイス上で、
トラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation
dot1q 100
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ステップ 19 exit

サービス インスタンス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-if-srv)# exit

ステップ 20 xconnect peer-ip-address vc-id

接続回線を疑似ワイヤにバインドします。

{encapsulation mpls | pw-class
pw-class-name} [pw-class pw-class-name]
[sequencing {transmit | receive |
both}]

例：
Router(config-if)# xconnect 10.0.3.201
123 pw-class ether-pw

ステップ 21 backup peer peer-router-ip-addr vcid

疑似ワイヤ仮想回線用に冗長ピアを指定します。

[pw-class pw-class-name] [priority
value]

例：
Router(config-if)# backup peer 10.1.1.1
123 pw-class ether-pw

ステップ 22 end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if)# end

VPLS の冗長性の設定
ここでは、VPLS の結合モードと分離モードについて簡単に説明し、VPLS の冗長性を設定する手順を
説明します。

VPLS の結合モードと分離モード
VPLS は、結合モードにも分離モードにも設定できます。VFI で 1 つ以上の接続回線の状態がアクティ
ブに変わると結合モードとなり、VFI のすべての疑似ワイヤの状態がアクティブになります。VFI のす
べての接続回線の状態がスタンバイに変わると、VFI のすべての疑似ワイヤの状態がスタンバイ モー
ドになります。図 6 を参照してください。
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図 6
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VFI のすべての疑似ワイヤが常にアクティブであると、VPLS は分離モードになり、接続回線の状態は
疑似ワイヤの状態と無関係です。このモードでは、プラットフォームが疑似ワイヤ ステータス機能を
サポートしない場合、スイッチオーバーにかかる時間が短くなりますが、スタンバイ状態の接続回線の
ある PE で、余分なフラッディングとマルチキャスト トラフィックがドロップされます。図 7 を参照し
てください。
VPLS 分離モードの状態
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図 7

VPLS の冗長性の設定手順
VPLS の冗長性を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. l2 vfi name manual
4. vpn id vpn-id
5. status decoupled（任意）
6. neighbor neighbor ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name}
7. exit
8. interface port-channel port-channel-number
9. no ip address
10. lacp fast-switchover
11. lacp max-bundle max-bundles
12. exit
13. redundancy
14. interchassis group group-id
15. exit
16. exit
17. interface port-channel port-channel-number
18. service instance id ethernet [evc-name]
19. encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]] [native]
20. bridge-domain bridge-id [split-horizon [group group-id]]
21. exit
22. interface vlan vlanid
23. no ip address
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24. xconnect vfi vfi-name
25. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

l2 vfi name manual

例：

2 つの独立したネットワーク間にレイヤ 2 VFI を
確立し、VFI コンフィギュレーション モードを開
始します。

Router(config)# l2 vfi vfi1 manual

ステップ 4

vpn id vpn-id

例：
Router(config-vfi)# vpn id 100

ステップ 5

status decoupled

例：
Router(config-vfi)# status decoupled

ステップ 6

neighbor neighbor ip-address vc-id
{encapsulation mpls | pw-class
pw-class-name}

VPN routing and forwarding（VRF）インスタン
スに Virtual Private Network（VPN; バーチャル
プライベート ネットワーク）ID を設定または更
新します。
（任意）分離モードをイネーブルにします。
user-facing Provider Edge （uPE; ユーザ側プロバ
イダー エッジ）上の接続回線の状態は、疑似ワイ
ヤの状態と無関係になります。mLACP が接続回
線の状態をコントロールします。

VFI 接続を形成する必要のあるルータを指定しま
す。

• ネイバーごとにこのコマンドを繰り返しま
例：

す。

Router(config-vfi)# neighbor 10.1.1.1
50 encapsulation mpls

ステップ 7

exit

例：

VFI 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。

Router(config-vfi)# exit

ステップ 8

interface port-channel port-channelnumber

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 9

no ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当
てないことを指定します。

例：
Router(config-if)# no ip address
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ステップ 10 lacp fast-switchover

LACP の 1 対 1 のリンク冗長性をイネーブルにし
ます。

例：
Router(config-if)# lacp fast-switchover

ステップ 11 lacp max-bundle max-bundles

例：
Router(config-if)# lacp max-bundle 2

PoA に接続する max-bundle リンクを設定しま
す。max-bundles 引数の値は、PoA に接続してい
る LAG 内のリンクの総数よりも小さくする必要
があります。
• 冗長グループが、DHD コントロール、PoA
コントロール、またはこの両方に含まれるか
どうかを決定します。

• 値の範囲は 1 ～ 8 です。デフォルト値は 8 で
す。
ステップ 12 exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 13 redundancy

• 冗長コンフィギュレーション モードを開始し
ます。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 14 interchassis group group-id

例：
Router(config-red)# interchassis group
230

ステップ 15 exit

ポート チャネルが mLACP ポート チャネルであ
ることを指定します。

• group-id は設定済みの冗長グループと一致し
ている必要があります。
シャーシ間冗長コンフィギュレーション モードを
終了します。

例：
Router(config-r-ic)# exit

ステップ 16 exit

冗長コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-red)# exit

ステップ 17 interface port-channel port-channelnumber

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 18 service instance id ethernet [evc-name] イーサネット サービス インスタンスを設定し、
イーサネット サービス コンフィギュレーション
モードを開始します。
例：
Router(config-if)# service instance 1
ethernet
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ステップ 19 encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id
[-vlan-id]] [native]

VLAN の指定されたサブインターフェイス上で、
トラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation
dot1q 100

ステップ 20 bridge-domain bridge-id [split-horizon
[group group-id]]

ブリッジ ドメインを設定します。サービス イン
スタンスをブリッジ ドメインにバインドします。
domain-number はブリッジ ドメインの ID です。

例：
Router(config-if-srv)# bridge-domain
200

ステップ 21 exit

サービス インスタンス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-if-srv)# exit

ステップ 22 interface vlan vlanid

ダイナミック Switch Virtual Interface（SVI; ス
イッチ仮想インターフェイス）を作成します。

例：
Router(config-if)# interface vlan 200

ステップ 23 no ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当
てないことを指定します。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 24 xconnect vfi vfi-name

VLAP ポートにバインドするレイヤ 2 VFI を指定
します。

例：
Router(config-if)# xconnect vfi vfi-16

ステップ 25 end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if)# end

階層型 VPLS の設定
Hierarchical VPLS（H-VPLS; 階層型 VPLS）を設定するには、次のタスクを実行します。
手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. pseudowire-class pw-class-name
4. encapsulation mpls
5. status peer topology dual-homed
6. status decoupled（任意）
7. exit
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8. interface port-channel port-channel-number
9. no ip address
10. lacp fast-switchover
11. lacp max-bundle max-bundles
12. exit
13. redundancy
14. interchassis group group-id
15. exit
16. exit
17. interface port-channel port-channel-number
18. service instance id ethernet [evc-name]
19. encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id [-vlan-id]] [native]
20. exit
21. xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name} [pw-class
pw-class-name] [sequencing {transmit | receive | both}]
22. backup peer peer-router-ip-addr vcid [pw-class pw-class-name] [priority value]
23. end
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

configure terminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

pseudowire-class pw-class-name

例：

レイヤ 2 疑似ワイヤ クラスの名前を指定し、疑似
ワイヤ クラス コンフィギュレーション モードを
開始します。

Router(config)# pseudowire-class
ether-pw

ステップ 4

encapsulation mpls

例：

疑似ワイヤを経由したレイヤ 2 トラフィックのト
ンネリングに MPLS がデータ カプセル化方式と
して使用されることを指定します。

Router(config-pw-class)# encapsulation
mpls

ステップ 5

status peer topology dual-homed

例：
Router(config-pw-class)# status peer
topology dual-homed

接続回線ステータスの反映を、プライマリ疑似ワ
イヤとセカンダリ疑似ワイヤの両方でイネーブル
にします。この設定は、ピア PE がデュアルホー
ム接続デバイスに接続されている場合に必要で
す。
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ステップ 6

status decoupled

例：
Router(config-pw-class)# status
decoupled

ステップ 7

exit

例：

（任意）分離モードをイネーブルにします。uPE
上の接続回線の状態は、疑似ワイヤの状態と無関
係になります。mLACP が接続回線の状態をコン
トロールします。
疑似ワイヤ クラス 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。

Router(config-pw-class)# exit

ステップ 8

interface port-channel port-channelnumber

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 9

no ip address

VLAN インターフェイスに IP アドレスを割り当
てないことを指定します。

例：
Router(config-if)# no ip address

ステップ 10 lacp fast-switchover

LACP の 1 対 1 のリンク冗長性をイネーブルにし
ます。

例：
Router(config-if)# lacp fast-switchover

ステップ 11 lacp max-bundle max-bundles

例：
Router(config-if)# lacp max-bundle 4

PoA に接続する max-bundle リンクを設定しま
す。max-bundles 引数の値は、PoA に接続してい
る LAG 内のリンクの総数よりも小さくする必要
があります。
• 冗長グループが、DHD コントロール、PoA
コントロール、またはこの両方に含まれるか
どうかを決定します。

• 値の範囲は 1 ～ 8 です。デフォルト値は 8 で
す。
ステップ 12 exit

インターフェイス コンフィギュレーション モー
ドを終了します。

例：
Router(config-if)# exit

ステップ 13 redundancy

冗長コンフィギュレーション モードを開始しま
す。

例：
Router(config)# redundancy

ステップ 14 interchassis group group-id

例：
Router(config-red)# interchassis group
230

ステップ 15 exit

例：
Router(config-r-ic)# exit
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ステップ 16 exit

冗長コンフィギュレーション モードを終了しま
す。

例：
Router(config-red)# exit

ステップ 17 interface port-channel port-channelnumber

ポート チャネルを設定し、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。

例：
Router(config)# interface port-channel1

ステップ 18 service instance id ethernet [evc-name] イーサネット サービス インスタンスを設定し、
イーサネット サービス コンフィギュレーション
モードを開始します。
例：
Router(config-if)# service instance 1
ethernet

ステップ 19 encapsulation dot1q vlan-id [,vlan-id
[-vlan-id]] [native]

VLAN の指定されたサブインターフェイス上で、
トラフィックの IEEE 802.1Q カプセル化をイネー
ブルにします。

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation
dot1q 100

ステップ 20 exit

サービス インスタンス コンフィギュレーション
モードを終了します。

例：
Router(config-if-srv)# exit

ステップ 21 xconnect peer-ip-address vc-id
{encapsulation mpls | pw-class
pw-class-name} [pw-class pw-class-name]
[sequencing {transmit | receive |
both}]

接続回線を疑似ワイヤにバインドし、Any
Transport over MPLS（AToM）スタティック疑似
ワイヤを設定します。

例：
Router(config-if)# xconnect 10.0.3.201
123 pw-class vlan-xconnect

ステップ 22 backup peer peer-router-ip-addr vcid

疑似ワイヤ仮想回線用に冗長ピアを指定します。

[pw-class pw-class-name] [priority
value]

例：
Router(config-if)# backup peer 10.1.1.1
123 pw-class ether-pw

ステップ 23 end

CLI を特権 EXEC モードに戻します。

例：
Router(config-if)# end
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mLACP のトラブルシューティング
• 「mLACP のデバッグ」（P.32）
• 「接続回線または EVC での mLACP のデバッグ」（P.33）
• 「AToM 疑似ワイヤでの mLACP のデバッグ」（P.34）
• 「相互接続、冗長マネージャ、およびセッション セットアップのデバッグ」（P.34）
• 「VFI のデバッグ」（P.35）
• 「セグメント スイッチング マネージャ（スイッチング セットアップ）のデバッグ」（P.35）
• 「mLACP でのハイ アベイラビリティ機能のデバッグ」（P.36）

mLACP のデバッグ
一般的な mLACP のトラブルシューティングには、次の debug コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. debug redundancy interchassis {all | application | error | event | monitor}
3. debug mpls ldp iccp
4. debug lacp [all | event | fsm | misc | multi-chassis [all | database | lacp-mgr | redundancy-group
| user-interface] | packet]
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug redundancy interchassis {all |
application | error | event | monitor}

• シャーシ間冗長マネージャのデバッグをイ
ネーブルにします。

例：
Router# debug redundancy interchassis
all

ステップ 3

debug mpls ldp iccp

• InterChassis Control Protocol（ICCP）のデ
バッグをイネーブルにします。

例：
Router# debug mpls ldp iccp

ステップ 4

debug lacp [all | event | fsm | misc |
multi-chassis [all | database |
lacp-mgr | redundancy-group |
user-interface] | packet]

LACP アクティビティのデバッグをイネーブルに
します。
• このコマンドはスイッチ プロセッサで実行さ
れます。

例：
Router# debug lacp multi-chassis all
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接続回線または EVC での mLACP のデバッグ
接続回線または EVC で mLACP をトラブルシューティングするには、次の debug コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable
2. debug acircuit {checkpoint | error | event}
3. debug ethernet service {all | api | error | evc [evc-id] | ha | instance [id id | interface type number
| qos] | interface type number | microblock | oam-mgr}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug acircuit {checkpoint | error |
event}

PE ルータと CE ルータ間の接続回線で発生する
チェックポイント、エラー、およびイベントを表
示します。

例：
Router# debug acircuit event

ステップ 3

debug ethernet service {all | api |
error | evc [evc-id] | ha | instance
[id id | interface type number | qos] |
interface type number | microblock |
oam-mgr}

イーサネット カスタマー サービス インスタンス
をイネーブルにします。

例：
Router# debug ethernet service all
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AToM 疑似ワイヤでの mLACP のデバッグ
AToM 疑似ワイヤで mLACP をトラブルシューティングするには、debug mpls l2transport vc コマン
ドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. debug mpls l2transport vc {event | fsm | ldp | sss | status {event | fsm}}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug mpls l2transport vc {event | fsm
| ldp | sss | status {event | fsm}}

AToM Virtual Circuit（VC; 仮想回線）のステー
タスに関する情報を表示します。

例：
Router# debug mpls l2transport status
event

相互接続、冗長マネージャ、およびセッション セットアップのデバッグ
次の debug コマンドを使用して、相互接続、冗長マネージャ、およびセッション セットアップのトラ
ブルシューティングを行います。

手順の概要

1. enable
2. debug sss error
3. debug sss event
4. debug xconnect {error | event}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug sss error

例：
Router# debug sss error
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ステップ 3

debug sss events

SSS コール セットアップ イベントに関する診断
情報を表示します。

例：
Router# debug sss event

ステップ 4

debug xconnect {error | event}

相互接続設定に関連するエラーまたはイベントを
表示します。

例：
Router# debug xconnect event

VFI のデバッグ
VFI をトラブルシューティングするには debug vfi コマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. debug vfi {checkpoint | error | event | fsm {error | event}}
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug vfi {checkpoint | error | event |
fsm {error | event}}

VFI に関するチェックポイント情報を表示しま
す。

例：
Router# debug vfi checkpoint

セグメント スイッチング マネージャ（スイッチング セットアップ）のデバッグ
Segment Switching Manager（SSM; セグメント スイッチング マネージャ）をトラブルシューティング
するには debug ssm コマンドを使用します。
手順の概要

1. enable
2. debug ssm {cm errors | cm events | fhm errors | fhm events | sm errors | sm events | sm counters
| xdr}
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug ssm {cm errors | cm events | fhm
errors | fhm events | sm errors | sm
events | sm counters | xdr}

スイッチド レイヤ 2 セグメントの SSM に関する
情報を表示します。

例：
Router# debug ssm cm events

mLACP でのハイ アベイラビリティ機能のデバッグ
mLACP でのハイ アベイラビリティ機能をトラブルシューティングするには、次の debug コマンドを
使用します。
手順の概要

1. enable
2. debug mpls l2transport checkpoint
3. debug acircuit checkpoint
4. debug vfi checkpoint
手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入
力します。

Router> enable

ステップ 2

debug mpls l2transport checkpoint

例：

ステップ 3

AToM が NonStop Forwarding/Stateful
SwitchOver（NSF/SSO）およびグレースフル リ
スタート用に設定されている場合、AToM イベン

Router# debug mpls l2transport
checkpoint

トの表示をイネーブルにします。

debug acircuit checkpoint

AToM が NSF/SSO およびグレースフル リスター
ト用に設定されている場合、接続回線イベントの
表示をイネーブルにします。

例：
Router# debug acircuit checkpoint

ステップ 4

debug vfi checkpoint

例：
Router# debug vfi checkpoint
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mLACP の設定例
• 「例：VPWS の設定」（P.37）
• 「例：VPLS の設定」（P.39）
• 「例：H-VPLS の設定」（P.41）
• 「例：アクティブ PoA での VPWS の確認」（P.43）
• 「例：スタンバイ PoA での VPWS の確認」（P.46）
• 「例：アクティブ PoA での VPLS の確認」（P.49）
• 「例：スタンバイ PoA での VPLS の確認」（P.52）

例：VPWS の設定
次に、2 つの VPWS の設定例を示します。1 つはアクティブ PoA の例で、もう 1 つはスタンバイ PoA
の例です。
図 8 に VPWS 設定のサンプル トポロジを示します。
図 8

双方向疑似ワイヤ冗長性を持つ mLACP
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VPWS のアクティブ PoA
次の VPWS のサンプル設定は、アクティブ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
redundancy
mode sso
interchassis group 1
member ip 201.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
backbone interface Ethernet1/2
backbone interface Ethernet1/3
monitor peer bfd
mlacp node-id 0
!
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pseudowire-class mpls-dhd
encapsulation mpls
status peer topology dual-homed
!
interface Loopback0
ip address 200.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp interchassis group 1
hold-queue 300 in
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
xconnect 210.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
backup peer 211.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
!
interface Ethernet0/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.200 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3

VPWS のスタンバイ PoA
次の VPWS のサンプル設定は、スタンバイ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
Redundancy
mode sso
interchassis group 1
member ip 200.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
backbone interface Ethernet1/2
backbone interface Ethernet1/3
monitor peer bfd
mlacp node-id 1
!
pseudowire-class mpls-dhd
encapsulation mpls
status peer topology dual-homed
!
interface Loopback0
ip address 201.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp lag-priority 40000
mlacp interchassis group 1
hold-queue 300 in
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
xconnect 210.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
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backup peer 211.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
!
interface Ethernet1/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.201 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3

例：VPLS の設定
次に、2 つの VPLS の設定例を示します。1 つはアクティブ PoA の例で、もう 1 つはスタンバイ PoA
の例です。
図 9 に VPLS 設定のサンプル トポロジを示します。
図 9

VPLS PE 冗長性を持つ mLACP
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VPLS のアクティブ PoA
次の VPLS のサンプル設定は、アクティブ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
redundancy
mode sso
interchassis group 1
member ip 201.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
monitor peer bfd
mlacp node-id 0
!
l2 vfi VPLS_200 manual
vpn id 10
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neighbor 210.0.0.1 encapsulation mpls
neighbor 211.0.0.1 encapsulation mpls
neighbor 201.0.0.1 encapsulation mpls
!
interface Loopback0
ip address 200.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp interchassis group 1
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
bridge-domain 200
!
interface Ethernet0/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.200 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3
!
interface Vlan200
no ip address
xconnect vfi VPLS_200

VPLS のスタンバイ PoA
次の VPLS のサンプル設定は、スタンバイ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
redundancy
interchassis group 1
member ip 200.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
monitor peer bfd
mlacp node-id 1
!
l2 vfi VPLS1 manual
vpn id 10
neighbor 210.0.0.1 encapsulation mpls
neighbor 211.0.0.1 encapsulation mpls
neighbor 200.0.0.1 encapsulation mpls
!
interface Loopback0
ip address 201.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp lag-priority 40000
mlacp interchassis group 1
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
bridge-domain 200
!
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interface Ethernet1/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.201 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3
!
interface Vlan200
no ip address
xconnect vfi VPLS_200

例：H-VPLS の設定
次に、2 つの H-VPLS の設定例を示します。1 つはアクティブ PoA の例で、もう 1 つはスタンバイ
PoA の例です。
図 10 に H-VPLS 設定のサンプル トポロジを示します。
図 10

H-VPLS uPE および nPE 冗長性を持つ mLACP
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H-VPLS のアクティブ PoA
次の H-VPLS のサンプル設定は、アクティブ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
redundancy
mode sso
interchassis group 1
member ip 201.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
backbone interface Ethernet1/2
backbone interface Ethernet1/3
monitor peer bfd
mlacp node-id 0
!
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pseudowire-class mpls-dhd
encapsulation mpls
status peer topology dual-homed
!
interface Loopback0
ip address 200.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp interchassis group 1
hold-queue 300 in
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
xconnect 210.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
backup peer 211.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
!
interface Ethernet0/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.200 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3

H-VPLS のスタンバイ PoA
次の H-VPLS のサンプル設定は、スタンバイ PoA 用です。
mpls ldp graceful-restart
mpls label protocol ldp
!
Redundancy
mode sso
interchassis group 1
member ip 200.0.0.1
backbone interface Ethernet0/2
backbone interface Ethernet1/2
backbone interface Ethernet1/3
monitor peer bfd
mlacp node-id 1
!
pseudowire-class mpls-dhd
encapsulation mpls
status peer topology dual-homed
!
interface Loopback0
ip address 201.0.0.1 255.255.255.255
!
interface Port-channel1
no ip address
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
mlacp lag-priority 40000
mlacp interchassis group 1
hold-queue 300 in
service instance 1 ethernet
encapsulation dot1q 100
xconnect 210.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
backup peer 211.0.0.1 10 pw-class mpls-dhd
!
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interface Ethernet1/0
no ip address
channel-group 1 mode active
!
interface Ethernet1/3
ip address 10.0.0.201 255.255.255.0
mpls ip
bfd interval 50 min_rx 150 multiplier 3

例：アクティブ PoA での VPWS の確認
次の show コマンドを使用すると、アクティブ PoA での mLACP の動作を確認する統計情報および設
定パラメータを表示できます。

• 「show lacp multichassis group」（P.43）
• 「show lacp multichassis port-channel」（P.44）
• 「show mpls ldp iccp」（P.44）
• 「show mpls l2transport」（P.45）
• 「show etherchannel summary」（P.45）
• 「show etherchannel number port-channel」（P.45）
• 「show lacp internal」（P.46）

show lacp multichassis group
show lacp multichassis group コマンドを使用すると、シャーシ間冗長グループ値と、LACP 操作パラ
メータが表示されます。
Router# show lacp multichassis group 100
Interchassis Redundancy Group 100
Operational LACP Parameters:
RG State:
Synchronized
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
Backbone Uplink Status: Connected
Local Configuration:
Node-id:
0
System-Id: 200.000a.f331.2680
Peer Information:
State:
Up
Node-id:
7
System-Id:
2000.0014.6a8b.c680
ICCP Version: 0
State Flags: Active
Standby
Down
AdminDown
Standby Reverting
Unknown
mLACP Channel-groups
Channel
State
Priority
Group
Local/Peer Local/Peer
1
A/S
28000/32768

-

A
S
D
AD
SR
U

Active Links
Local/Peer
4/4

Inactive Links
Local/Peer
0/0
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show lacp multichassis port-channel
show lacp multichassis port-channel コマンドを使用すると、インターフェイス ポート チャネルの値、
チャネル グループ、LAG の状態、プライオリティ、非アクティブ リンク ピア設定、およびスタンバ
イ リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis port-channel1
Interface Port-channel1
Local Configuration:
Address: 000a.f331.2680
Channel Group: 1
State: Active
LAG State: Up
Priority: 28000
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 4
Selected: 4
Standby: 0
Unselected: 0
Peer Configuration:
Interface: Port-channel1
Address: 0014.6a8b.c680
Channel Group: 1
State: Standby
LAG State: Up
Priority: 32768
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 0
Selected: 0
Standby: 4
Unselected: 0

show mpls ldp iccp
show mpls ldp iccp コマンドを使用すると、LDP セッション情報および ICCP 状態情報が表示されま
す。
Router# show mpls ldp iccp
ICPM RGID Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.3.3.3
ldp_session 0x3, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM RGID Table total ICCP sessions: 1
ICPM LDP Session Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.3.3.3
ldp_session 0x3, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM LDP Session Table total ICCP sessions: 1
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show mpls l2transport
show mpls l2transport コマンドを使用すると、ローカル インターフェイスの詳細およびセッションの
詳細、接続先アドレス、およびステータスが表示されます。
Router# show mpls l2transport vc 2
Local intf
------------Po1
Po1

Local circuit
-------------------------Eth VLAN 2
Eth VLAN 2

Dest address
--------------172.2.2.2
172.4.4.4

VC ID
---------2
2

Status
---------UP
STANDBY

show etherchannel summary
show etherchannel summary コマンドを使用すると、mLACP メンバ リンクのステータスと ID が表
示されます。
Router# show etherchannel summary
Flags:

D
I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(RU)
LACP
Gi2/9(P)
Gi2/20(P)
Gi2/31(P)

show etherchannel number port-channel
show etherchannel number port-channel コマンドを使用すると、EtherChannel およびポート チャネ
ルのステータスと ID が表示されます。
Router# show etherchannel 51 port-c
Port-channels in the group:
---------------------Port-channel: Po51

(Primary Aggregator)

-----------Age of the Port-channel
= 0d:02h:25m:23s
Logical slot/port
= 14/11
Number of ports = 2
HotStandBy port = null
Passive port list
= Gi9/15 Gi9/16
Port state
= Port-channel L3-Ag Ag-Inuse
Protocol
=
LACP
Fast-switchover
= enabled
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Direct Load Swap

= disabled

Ports in the Port-channel:
Index
Load
Port
EC state
No of bits
------+------+--------+------------------+----------0
55
Gi9/15
mLACP-stdby
4
1
AA
Gi9/16
mLACP-stdby
4
Time since last port bundled:
0d:01h:03m:39s
Time since last port Un-bundled: 0d:01h:03m:40s

Gi9/16
Gi9/16

Last applied Hash Distribution Algorithm: Fixed Channel-group Iedge Counts:
--------------------------:
Access ref count
: 0
Iedge session count
: 0

show lacp internal
show lacp internal コマンドを使用すると、デバイス情報、ポート情報、およびメンバ リンク情報が表
示されます。
Router# show lacp internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 1
Port
Gi2/9
Gi2/20
Gi2/31
Gi2/40

Flags
SA
SA
SA
SA

State
bndl-act
bndl-act
bndl-act
bndl-act

LACP port
Priority
28000
28000
28000
28000

Admin
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Oper
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Port
Number
0x820A
0x8215
0x8220
0x8229

Port
State
0x3D
0x3D
0x3D
0x3D

0x1
0x1
0x1
0x1

0x1
0x1
0x1
0x1

0xF30C
0xF316
0xF321
0xF303

0x5
0x5
0x7
0x7

Peer (MLACP-PE3) mLACP member links
Gi3/11
Gi3/21
Gi3/32
Gi3/2

FA
FA
FA
FA

hot-sby
hot-sby
hot-sby
hot-sby

32768
32768
32768
32768

例：スタンバイ PoA での VPWS の確認
次の show コマンドを使用すると、スタンバイ PoA での mLACP の動作を確認する統計情報および設
定パラメータを表示できます。

• 「show lacp multichassis group 」（P.47）
• 「show lacp multichassis portchannel 」（P.47）
• 「show mpls ldp iccp」（P.48）
• 「show mpls l2transport 」（P.48）
• 「show etherchannel summary 」（P.48）
• 「show lacp internal」（P.49）
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show lacp multichassis group
show lacp multichassis group コマンドを使用すると、LACP パラメータ、ローカル設定、バックボー
ン アップリンクのステータス、ピア情報、ノード ID、チャネル、状態、プライオリティ、アクティブ
および非アクティブ リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis group 100
Interchassis Redundancy Group 100
Operational LACP Parameters:
RG State:
Synchronized
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
Backbone Uplink Status: Connected
Local Configuration:
Node-id:
7
System-Id: 2000.0014.6a8b.c680
Peer Information:
State:
Up
Node-id:
0
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
State Flags: Active
Standby
Down
AdminDown
Standby Reverting
Unknown
mLACP Channel-groups
Channel
State
Priority
Group
Local/Peer Local/Peer
1
S/A
32768/28000

-

A
S
D
AD
SR
U

Active Links
Local/Peer
4/4

Inactive Links
Local/Peer
0/0

show lacp multichassis portchannel
show lacp multichassis portchannel コマンドを使用すると、インターフェイス ポート チャネルの値、
チャネル グループ、LAG の状態、プライオリティ、非アクティブ リンクピア設定、およびスタンバイ
リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis port-channel1
Interface Port-channel1
Local Configuration:
Address: 0014.6a8b.c680
Channel Group: 1
State: Standby
LAG State: Up
Priority: 32768
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 0
Selected: 0
Standby: 4
Unselected: 0
Peer Configuration:
Interface: Port-channel1
Address: 000a.f331.2680
Channel Group: 1
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State: Active
LAG State: Up
Priority: 28000
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 4
Selected: 4
Standby: 0
Unselected: 0

show mpls ldp iccp
show mpls ldp iccp コマンドを使用すると、LDP セッション情報および ICCP 状態情報が表示されま
す。
Router# show mpls ldp iccp
ICPM RGID Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.1.1.1
ldp_session 0x2, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM RGID Table total ICCP sessions: 1
ICPM LDP Session Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.1.1.1
ldp_session 0x2, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM LDP Session Table total ICCP sessions: 1

show mpls l2transport
show mpls l2transport コマンドを使用すると、ローカル インターフェイスの詳細およびセッションの
詳細、接続先アドレス、およびステータスが表示されます。
Router# show mpls l2transport vc 2
Local intf
------------Po1
Po1

Local circuit
-------------------------Eth VLAN 2
Eth VLAN 2

Dest address
--------------172.2.2.2
172.4.4.4

VC ID
---------2
2

Status
---------STANDBY
STANDBY

show etherchannel summary
show etherchannel summary コマンドを使用すると、mLACP メンバ リンクのステータスと ID が表
示されます。
Router# show etherchannel summary
Flags:

D
I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
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u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(RU)
LACP
Gi3/2(P)
Gi3/11(P)
Gi3/21(P)
Gi3/32(P)

show lacp internal
show lacp internal コマンドを使用すると、デバイス情報、ポート情報、およびメンバ リンク情報が表
示されます。
Router# show lacp 1 internal
Flags:

S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode

Channel group 1
Port
Gi3/2
Gi3/11
Gi3/21
Gi3/32

Flags
FA
FA
FA
FA

State
bndl-sby
bndl-sby
bndl-sby
bndl-sby

LACP port
Priority
32768
32768
32768
32768

Admin
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Oper
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Port
Number
0xF303
0xF30C
0xF316
0xF321

Port
State
0x7
0x5
0x5
0x7

0x1
0x1
0x1
0x1

0x1
0x1
0x1
0x1

0x8215
0x8220
0x8229
0x820A

0x3D
0x3D
0x3D
0x3D

Peer (MLACP-PE1) mLACP member links
Gi2/20
Gi2/31
Gi2/40
Gi2/9

SA
SA
SA
SA

bndl
bndl
bndl
bndl

28000
28000
28000
28000

例：アクティブ PoA での VPLS の確認
次の show コマンドを使用すると、アクティブ PoA での mLACP の動作を確認する統計情報および設
定パラメータを表示できます。

• 「show lacp multichassis group」（P.50）
• 「show lacp multichassis port-channel」（P.50）
• 「show mpls ldp iccp」（P.51）
• 「show mpls l2transport」（P.51）
• 「show etherchannel summary」（P.51）
• 「show lacp internal」（P.52）
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show lacp multichassis group
show lacp multichassis group コマンドを使用すると、LACP パラメータ、ローカル設定、バックボー
ン アップリンクのステータス、ピア情報、ノード ID、チャネル、状態、プライオリティ、アクティブ
および非アクティブ リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis group 100
Interchassis Redundancy Group 100
Operational LACP Parameters:
RG State:
Synchronized
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
Backbone Uplink Status: Connected
Local Configuration:
Node-id:
0
System-Id: 200.000a.f331.2680
Peer Information:
State:
Up
Node-id:
7
System-Id:
2000.0014.6a8b.c680
ICCP Version: 0
State Flags: Active
Standby
Down
AdminDown
Standby Reverting
Unknown
mLACP Channel-groups
Channel
State
Priority
Group
Local/Peer Local/Peer
1
A/S
28000/32768

-

A
S
D
AD
SR
U

Active Links
Local/Peer
4/4

Inactive Links
Local/Peer
0/0

show lacp multichassis port-channel
show lacp multichassis port-channel コマンドを使用すると、インターフェイス ポート チャネルの値、
チャネル グループ、LAG の状態、プライオリティ、非アクティブ リンク ピア設定、およびスタンバ
イ リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis port-channel1
Interface Port-channel1
Local Configuration:
Address: 000a.f331.2680
Channel Group: 1
State: Active
LAG State: Up
Priority: 28000
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 4
Selected: 4
Standby: 0
Unselected: 0
Peer Configuration:
Interface: Port-channel1
Address: 0014.6a8b.c680
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Channel Group: 1
State: Standby
LAG State: Up
Priority: 32768
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 0
Selected: 0
Standby: 4
Unselected: 0

show mpls ldp iccp
show mpls ldp iccp コマンドを使用すると、LDP セッション情報および ICCP 状態情報が表示されます。
Router# show mpls ldp iccp
ICPM RGID Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.3.3.3
ldp_session 0x3, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM RGID Table total ICCP sessions: 1
ICPM LDP Session Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.3.3.3
ldp_session 0x3, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM LDP Session Table total ICCP sessions: 1

show mpls l2transport
show mpls l2transport コマンドを使用すると、ローカル インターフェイスの詳細およびセッションの
詳細、接続先アドレス、およびステータスが表示されます。
Router# show mpls l2transport vc 4000
Local intf
------------VFI VPLS
VFI VPLS

Local circuit
-------------------------VFI
VFI

Dest address
VC ID
Status
--------------- ---------- ---------172.2.2.2
4000
UP
172.4.4.4 4000
UP

show etherchannel summary
show etherchannel summary コマンドを使用すると、mLACP メンバ リンクのステータスと ID が表
示されます。
Router# show etherchannel summary
Flags:

D
I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met
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u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(RU)
LACP
Gi2/9(P)
Gi2/20(P)
Gi2/31(P)
Gi2/40(P)

show lacp internal
show lacp internal コマンドを使用すると、デバイス情報、ポート情報、およびメンバ リンク情報が表
示されます。
Router# show lacp internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 1
Port
Gi2/9
Gi2/20
Gi2/31
Gi2/40

Flags
SA
SA
SA
SA

State
bndl-act
bndl-act
bndl-act
bndl-act

LACP port
Priority
28000
28000
28000
28000

Admin
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Oper
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Port
Number
0x820A
0x8215
0x8220
0x8229

Port
State
0x3D
0x3D
0x3D
0x3D

0x1
0x1
0x1
0x1

0x1
0x1
0x1
0x1

0xF30C
0xF316
0xF321
0xF303

0x5
0x5
0x7
0x7

Peer (MLACP-PE3) mLACP member links
Gi3/11
Gi3/21
Gi3/32
Gi3/2

FA
FA
FA
FA

hot-sby
hot-sby
hot-sby
hot-sby

32768
32768
32768
32768

例：スタンバイ PoA での VPLS の確認
ここに示す show コマンドを使用すると、mLACP 機能の動作を確認する統計情報および設定パラメー
タを表示できます。

• 「show lacp multichassis group 」（P.53）
• 「show lacp multichassis portchannel 」（P.53）
• 「show mpls ldp iccp」（P.54）
• 「show mpls l2transport vc 2 」（P.54）
• 「show etherchannel summary 」（P.54）
• 「show lacp internal」（P.55）
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show lacp multichassis group
show lacp multichassis group interchassis group number コマンドを使用すると、LACP パラメータ、
ローカル設定、バックボーン アップリンクのステータス、ピア情報、ノード ID、チャネル、状態、プ
ライオリティ、アクティブおよび非アクティブ リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis group 100
Interchassis Redundancy Group 100
Operational LACP Parameters:
RG State:
Synchronized
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
Backbone Uplink Status: Connected
Local Configuration:
Node-id:
7
System-Id: 2000.0014.6a8b.c680
Peer Information:
State:
Up
Node-id:
0
System-Id:
200.000a.f331.2680
ICCP Version: 0
State Flags: Active
Standby
Down
AdminDown
Standby Reverting
Unknown
mLACP Channel-groups
Channel
State
Priority
Group
Local/Peer Local/Peer
1
S/A
32768/28000

-

A
S
D
AD
SR
U

Active Links
Local/Peer
4/4

Inactive Links
Local/Peer
0/0

show lacp multichassis portchannel
show lacp multichassis portchannel コマンドを使用すると、インターフェイス ポート チャネルの値、
チャネル グループ、LAG の状態、プライオリティ、非アクティブ リンクピア設定、およびスタンバイ
リンクが表示されます。
Router# show lacp multichassis port-channel1
Interface Port-channel1
Local Configuration:
Address: 0014.6a8b.c680
Channel Group: 1
State: Standby
LAG State: Up
Priority: 32768
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 0
Selected: 0
Standby: 4
Unselected: 0
Peer Configuration:
Interface: Port-channel1
Address: 000a.f331.2680
Channel Group: 1
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State: Active
LAG State: Up
Priority: 28000
Inactive Links: 0
Total Active Links: 4
Bundled: 4
Selected: 4
Standby: 0
Unselected: 0

show mpls ldp iccp
show mpls ldp iccp コマンドを使用すると、LDP セッション情報および ICCP 状態情報が表示されます。
Router# show mpls ldp iccp
ICPM RGID Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.1.1.1
ldp_session 0x2, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM RGID Table total ICCP sessions: 1
ICPM LDP Session Table
iccp:
rg_id: 100, peer addr: 172.1.1.1
ldp_session 0x2, client_id 0
iccp state: ICPM_ICCP_CONNECTED
app type: MLACP
app state: ICPM_APP_CONNECTED, ptcl ver: 0
ICPM LDP Session Table total ICCP sessions: 1

show mpls l2transport vc 2
show mpls l2transport コマンドを使用すると、ローカル インターフェイスの詳細およびセッションの
詳細、接続先アドレス、およびステータスが表示されます。
Router# show mpls l2transport vc 2
Local intf
------------VFI VPLS
VFI VPLS

Local circuit
-------------------------VFI
VFI

Dest address
--------------172.2.2.2
172.4.4.4

VC ID
---------4000
4000

Status
---------UP
UP

show etherchannel summary
show etherchannel summary コマンドを使用すると、mLACP メンバ リンクのステータスと ID が表
示されます。
Router# show etherchannel summary
Flags:
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I
H
R
U

-

down
stand-alone
Hot-standby
Layer3
in use

P - bundled in port-channel
s - suspended
(LACP only)
S - Layer2
f - failed to allocate aggregator
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M
u
w
d

-

not in use, minimum links not met
unsuitable for bundling
waiting to be aggregated
default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators:
2
Group Port-channel Protocol
Ports
------+-------------+-----------+----------------------------------------------1
Po1(RU)
LACP
Gi3/2(P)
Gi3/11(P)
Gi3/21(P)
Gi3/32(P)

show lacp internal
show lacp internal コマンドを使用すると、デバイス情報、ポート情報、およびメンバ リンク情報が表
示されます。
Router# show lacp 1 internal
Flags: S - Device is requesting Slow LACPDUs
F - Device is requesting Fast LACPDUs
A - Device is in Active mode
P - Device is in Passive mode
Channel group 1
Port
Gi3/2
Gi3/11
Gi3/21
Gi3/32

Flags
FA
FA
FA
FA

State
bndl-sby
bndl-sby
bndl-sby
bndl-sby

LACP port
Priority
32768
32768
32768
32768

Admin
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Oper
Key
0x1
0x1
0x1
0x1

Port
Number
0xF303
0xF30C
0xF316
0xF321

Port
State
0x7
0x5
0x5
0x7

0x1
0x1
0x1
0x1

0x1
0x1
0x1
0x1

0x8215
0x8220
0x8229
0x820A

0x3D
0x3D
0x3D
0x3D

Peer (MLACP-PE1) mLACP member links
Gi2/20
Gi2/31
Gi2/40
Gi2/9

SA
SA
SA
SA

bndl
bndl
bndl
bndl

28000
28000
28000
28000

その他の参考資料
関連資料
関連項目

参照先

キャリア イーサネットのコマンド：コマンド構文の詳 『Cisco IOS Carrier Ethernet Command Reference 』
細、コマンド モード、コマンド履歴、デフォルト設
定、使用上の注意事項、および例
キャリア イーサネットの設定

『Cisco IOS Carrier Ethernet Configuration Guide, Release 12.2SR』

Cisco IOS コマンド：コマンド構文、コマンド モー 『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
ド、コマンド履歴、デフォルト設定、使用に関する注
意事項および例を記載したコマンド リスト
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規格
規格

タイトル

IEEE 802.3ad

『Link Aggregation Control Protocol』

IEEE 802.1ak

『Multiple Registration Protocol』

MIB
MIB
• Cisco-LAG-MIB
• IEEE 802.3ad-MIB
• IEEE8023-LAG-MIB

MIB リンク
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ
トの MIB の場所を検索し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

RFC
RFC

タイトル

RFC 4762

『Virtual Private LAN Service (VPLS) Using Label Distribution
Protocol (LDP) Signaling』

RFC 4447

『Pseudowire Setup and Maintenance Using the Label Distribution
Protocol (LDP) 』

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立
ちます。
・テクニカル サポートを受ける
・ソフトウェアをダウンロードする
・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製
品のセキュリティ問題に対する支援を受ける
・ツールおよびリソースへアクセスする
- Product Alert の受信登録
- Field Notice の受信登録
- Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索
・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ
で、技術関連のディスカッションに参加する
・トレーニング リソースへアクセスする
・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ
アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ
ンタラクティブに特定および解決する
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。

56

マルチシャーシ LACP

mLACP に関する機能情報

mLACP に関する機能情報
表 2 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情
報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ
ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確
認できます。Cisco Feature Navigator 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。
（注）

表 2

表 2 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以
降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

mLACP に関する機能情報

機能名

リリース

機能情報

マルチシャーシ LACP（mLACP）

12.2(33)SRE
15.0(1)S

Cisco の mLACP 機能は、通信事業者が冗長性を確保する
ため、デバイスを 2 つのアップストリーム PoA にデュアル
ホーム接続する場合の、シャーシ間冗長メカニズムに対す
るニーズを対象としています。mLACP 機能はこの要件を
満たすため、802.3ad LACP の実装を拡張したものです。
次のコマンドが、新たに導入または変更されました。
backbone interface、debug acircuit checkpoint、debug
lacp、ethernet mac-flush mirp notification、
interchassis group、lacp failover、lacp max-bundle、
lacp min-bundle、member ip、mlacp interchassis
group、mlacp lag-priority、mlacp node-id、mlacp
system-mac、mlacp system-priority、monitor peer bfd、
redundancy、show ethernet service instance interface
port-channel、show ethernet service instance id
mac-tunnel、show lacp、status decoupled、status peer

topology dual-homed
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用語集
BD：Bridge Domain（ブリッジ ドメイン）。
BFD：Bidirectional Forwarding Detection（双方向フォワーディング検出）。
DHD：Dual-Homed Device（デュアルホーム接続デバイス）。冗長性を得るため、マルチシャーシ リ
ンク集約グループを経由して 2 台のスイッチに接続されたノードです。
DHN：Dual-Homed Network（デュアルホーム接続ネットワーク）。冗長性を提供するために 2 台のス
イッチに接続されたネットワーク。
H-VPLS：Hierarchical Virtual Private LAN Service（階層型バーチャル プライベート LAN サービス）。
ICC：Interchassis Communication Channel（シャーシ間通信チャネル）。
ICCP：Interchassis Communication Protocol（シャーシ間通信プロトコル）。
ICPM：Interchassis Protocol Manager（シャーシ間プロトコル マネージャ）。
ICRM：Interchassis Redundancy Manager（シャーシ間冗長マネージャ）。
LACP：Link Aggregation Control Protocol（リンク集約コントロール プロトコル）。
LAG：Link Aggregation Group（リンク集約グループ）。
LDP：Link Distribution Protocol（リンク分散プロトコル）。
MCEC：Multichassis EtherChannel（マルチシャーシ EtherChannel）。
mLACP：Multichassis LACP（マルチシャーシ LACP）。
PoA：Point of Attachment（接続ポイント）。DHD を使用してマルチシャーシ リンク集約グループを
実行するスイッチ ペアの 1 つです。
PW-RED：PseudoWire REDundancy（疑似ワイヤ冗長性）。
uPE：user-Facing Provider Edge（ユーザ側プロバイダー エッジ）。
VPLS：Virtual Private LAN Service（バーチャル プライベート LAN サービス）。
VPWS：Virtual Private Wire Service（バーチャル プライベート回線サービス）。
アクティブ PW：アクティブ PoA にトラフィックを転送する疑似ワイヤ。
アクティブ接続回線：DHD とアクティブ PoA の間のトラフィックをアクティブに転送するリンク。
スタンバイ PW：アクティブ PoA またはスタンバイ PoA でスタンバイ モードになっている疑似ワイヤ。
スタンバイ接続回線：DHD とスタンバイ PoA の間でスタンバイ モードになっているリンク。
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