
リンクバンドルの設定

リンクバンドル機能を使用すると、複数のポイントツーポイントリンクを 1つの論理リンク
にグループ化して、2台のルータ間により高い双方向帯域幅、冗長性とロードバランシングを
提供できます。仮想インターフェイスは、バンドルリンクに割り当てられます。コンポーネン

トリンクは仮想インターフェイスに動的に追加および削除できます。

仮想インターフェイスは、IPアドレスやリンクバンドルで使用されるその他のソフトウェア
機能を設定できる、単一のインターフェイスとして扱われます。リンクバンドルに送信された

パケットは、バンドル内のリンクの 1つに転送されます。

リンクバンドルは、1つに束ねられたポートのグループであり、1つのリンクとして振る舞い
ます。リンクバンドルには次のような利点があります。

•複数のリンクが複数のラインカードにまたがり、1つのインターフェイスを構成します。
そのため、単一のリンクで障害が発生しても接続性は失われません。

•バンドルされたインターフェイスでは、バンドルの使用可能なすべてのメンバにわたって
トラフィックが転送されるため、帯域幅の可用性が向上します。したがって、バンドル内

のリンクの 1つに障害が発生した場合、トラフィックは使用可能なリンクを通過できま
す。パケットフローを中断することなく帯域幅を追加できます。

1つのバンドル内の個別リンクは、すべて同じタイプと同じ速度でなければなりません。

Cisco IOS XRソフトウェアは、次に示すイーサネットインターフェイスのバンドル形成方法
をサポートします。

• IEEE 802.3ad：バンドル内のすべてのメンバーリンクの互換性を確保するため、Link
Aggregation Control Protocol（LACP）を採用した標準テクノロジー。互換性がないリンク
や障害になったリンクは、バンドルから自動的に削除されます。

•イーサネットリンクバンドルの制限事項と互換性に関する特性（2ページ）
•リンクバンドルの設定に関する情報（4ページ）
•イーサネットリンクバンドルの設定（7ページ）
• LACPフォールバックの設定（11ページ）
•イーサネットリンクバンドルでの EFPロードバランシングの設定（12ページ）
•イーサネットリンクバンドル上の VLAN（14ページ）
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•バンドルを介した VLANの設定（15ページ）
• LACPの短時間インターバル（19ページ）
•デフォルト LACP短期時間インターバルの設定（20ページ）
•カスタム LACP短時間インターバルの設定（22ページ）
• MC-LAGでの VPWSクロスコネクトの設定（28ページ）
• MC-LAGでの VPLSの設定（30ページ）

イーサネットリンクバンドルの制限事項と互換性に関す

る特性
次のリストに、イーサネットリンクバンドルのプロパティと制限を示します。

•ルータは異なる速度が混在するバンドルをサポートしています。異なる速度が混在するバ
ンドルでは、異なる帯域幅のメンバリンクを単一のバンドル内のアクティブメンバとし

て設定できます。バンドルメンバの帯域幅の比率は10を超えることはできません。また、
バンドルの重みの合計は 64を超えることはできません。たとえば、100 Gbpsリンクと 10
Gbpsリンクをバンドル内のアクティブメンバーとすることができます。また、メンバー
リンク上のロードバランシングは帯域幅の重みに基づいています。

•各バンドルメンバの重みは、帯域幅が最も低いメンバに対する帯域幅の比率です。バンド
ルの重みの合計は、各バンドルメンバの重みか、または相対帯域幅の合計です。バンドル

メンバの重みが 1以上で 10以下であるため、混在バンドルの場合のバンドル内のリンク
の総メンバは 64未満になります。

• LACP（Link Aggregation Control Protocol）を使用するかにかかわらず、すべてのタイプの
イーサネットインターフェイスをバンドルできます。

•単一のルータで最大 256のバンドルインターフェイスと、バンドルあたりデフォルトで
64のメンバーリンクをサポートしています。

•単一のルータで最大 1024のバンドルサブインターフェイスと、バンドルあたり最大 64の
メンバーリンクをサポートしています。

• HQoSプロファイルが有効な場合、デフォルトでは最大 256のトランク（物理 +サブイン
ターフェイス）が使用できます。それよりも多くのトランクが必要な場合は、hw-module
profile qos max-trunks <256/512/1024>コマンドを設定します。バンドルインターフェイス
で HQoSを有効にすると、最大 4つのプライオリティレベルがサポートされます。

•デフォルトで使用可能なトランクは 256です。より多くのトランクが必要な場合は、
hw-module profile bundle-scale <256/512/1024>コマンドを設定できます。バンドルサブイ
ンターフェイスで HQoSをイネーブルにすると、最大 4つのプライオリティレベルがサ
ポートされます。

•次の制限は、HQoSプロファイルを持つサポートされているバンドルメンバーの数に適用
されます。
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•最大 1,024トランク（128の物理インターフェイス + 896のサブインターフェイス）
と 16のバンドルメンバー。

•最大 256トランク（128の物理インターフェイス + 128のサブインターフェイス）と
64のバンドルメンバー。

•最大 512トランク（128の物理インターフェイス + 384のサブインターフェイス）と
32のバンドルメンバー。

•バンドルサブインターフェイスとバンドルごとのメンバー数には、次の制限が適用されま
す。

•それぞれに最大 16のメンバーリンクを含むバンドルサブインターフェイスの最大数
は 1024です。

•それぞれに最大 64のメンバーリンクを含むバンドルサブインターフェイスの最大数
は 256です。

•それぞれに最大 32メンバーリンクを含むバンドルサブインターフェイスの最大数は
512です。

•物理層とリンク層の設定は、バンドルの個々のメンバーリンクに対して実行します。

•ネットワーク層プロトコルおよび上位層のアプリケーションの設定は、バンドル自体に対
して実行します。

• IPv4および IPv6アドレッシングがイーサネットリンクバンドル上でサポートされます。

•バンドルは、管理上イネーブルまたはディセーブルにできます。

•バンドル内のそれぞれのリンクは、管理上イネーブルまたはディセーブルにできます。

•イーサネットリンクバンドルは、イーサネットチャネルと同様の方法で作成され、両方
のエンドシステムで同じコンフィギュレーションを入力します。

•バンドルに対して設定されたMACアドレスは、そのバンドル内の各リンクのMACアド
レスになります。

•ロードバランシング（メンバーリンク間のデータの分散）は、パケットではなくフロー
単位で実行されます。データはバンドル対するそのリンクの帯域幅に比例して、リンクに

配信されます。

• QoSがサポートされており、各バンドルメンバーに均等に適用されます。

• 1つのバンドル内のすべてのリンクは、同じ2台のシステム上で終端する必要があります。

•バンドルされたインターフェイスはポイントツーポイントです。

•リンクがバンドル内でdistributing状態になるには、その前にアップ状態なる必要がありま
す。

•物理リンクのみがバンドルメンバーになることができます。
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•マルチキャストトラフィックは、バンドルのメンバー上でロードバランスされます。特
定のフローに対し、内部プロセスによってメンバーリンクが選択され、そのフローのすべ

てのトラフィックがそのメンバー上で送信されます。

• MC-LAGはサポートされていません。

リンクバンドルの設定に関する情報
リンクバンドルを設定するには、次の概念について理解する必要があります。

IEEE 802.3ad規格
IEEE 802.3ad規格では、一般にイーサネットリンクバンドルを構成する方法が定義されてい
ます。

バンドルメンバーとして設定された各リンクに対し、リンクバンドルの各エンドをホストす

るシステム間で、次の情報が交換されます。

•グローバルに一意のローカルシステム ID

•リンクがメンバーになっているバンドルの ID（動作キー）

•リンクの ID（ポート ID）

•リンクの現在の集約ステータス

この情報は、リンク集約グループ ID（LAG ID）を構成するために使用されます。共通のLAG
IDを共有するリンクは集約できます。個々のリンクには固有の LAG IDがあります。

システム IDはルータを区別し、その一意性はシステムのMACアドレスを使用することで保
証されます。バンドル IDとリンク IDは、それを割り当てるルータでだけ意味を持ち、2つの
リンクが同じ IDを持たないことと、2つのバンドルが同じ IDを持たないことが保証される必
要があります。

ピアシステムからの情報はローカルシステムの情報と組み合わされ、バンドルのメンバーと

して設定されたリンクの互換性が判断されます。

バンドルに追加されている最初のリンクのMACアドレスがバンドル自体のMACアドレスに
なります。そのリンク（バンドルに追加されている最初のリンク）がバンドルから削除される

か、ユーザが別のMACアドレスを設定するまで、このMACアドレスが使用されます。バン
ドルのMACアドレスは、バンドルトラフィックを通過させる際にすべてのメンバーリンク
によって使用されます。バンドルに対して設定されたすべてのユニキャストアドレスまたはマ

ルチキャストアドレスも、すべてのメンバーリンクで設定されます。

MACアドレスを変更するとパケット転送に影響を与えるおそれがあるため、MACアドレスは
変更しないことを推奨します。

（注）
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リンクバンドルの設定の概要

リンクバンドルの設定の一般的な概要を次のステップで示します。リンクをバンドルに追加す

る前に、リンクから以前のネットワーク層コンフィギュレーションをすべてクリアする必要が

あることに注意してください。

1. グローバルコンフィギュレーションモードで、リンクバンドルを作成します。イーサネッ
トリンクバンドルを作成するには、interface Bundle-Etherコマンドを入力します。

2. ipv4 addressコマンドを使用して、IPアドレスとサブネットマスクを仮想インターフェイ
スに割り当てます。

3. インターフェイスコンフィギュレーションサブモードで bundle idコマンドを使用し、ス
テップ 1で作成したバンドルにインターフェイスを追加します。

1つのバンドルに最大 32個のリンクを追加できます。

4. バンドルに対してオプションで 1:1のリンク保護を実装できます。そのためには、bundle
maximum-active linksコマンドに 1を設定します。この設定を行うと、バンドルでプライ
オリティが最も高いリンクがアクティブになり、プライオリティが 2番目に高いリンクが
スタンバイになります（リンクのプライオリティは bundle port-priorityコマンドの値に基
づきます）。アクティブリンクに障害が発生した場合は、スタンバイリンクがすぐにア

クティブリンクになります。

リンクは、そのリンクのインターフェイスコンフィギュレーションサブモードからバンドル

のメンバに設定できます。

（注）

リンクスイッチオーバー

デフォルトでは、バンドル内の最大64のリンクがアクティブにトラフィックを転送できます。
バンドル内の 1つのメンバーリンクが障害になると、トラフィックは動作可能な残りのメン
バーリンクにリダイレクトされます。

バンドルに対してオプションで 1:1のリンク保護を実装できます。そのためには、bundle
maximum-active linksコマンドに 1を設定します。そうすることで、1つのアクティブリンク
と 1つ以上の専用のスタンバイリンクが指定されます。アクティブリンクが障害になるとス
イッチオーバーが発生し、スタンバイリンクがすぐにアクティブになり、中断のないトラフィッ

クが保証されます。

アクティブリンクとスタンバイリンクで LACPが動作している場合、IEEE規格に基づくス
イッチオーバー（デフォルト）か、専用の高速な最適化されたスイッチオーバーを選択できま

す。アクティブリンクとスタンバイリンクで LACPが動作していない場合、専用の最適化さ
れたスイッチオーバーオプションが使用されます。

リンクバンドルの設定

5

リンクバンドルの設定

リンクバンドルの設定の概要



使用するスイッチオーバーの種類にかかわらず、wait-whileタイマーをディセーブルにできま
す。これにより、スタンバイリンクの状態ネゴシエーションが高速になり、障害になったアク

ティブリンクからスタンバイリンクへのスイッチオーバーが高速になります。

これを行うには、lacp fast-switchoverコマンドを使用します。

LACPフォールバック
LACPフォールバック機能を使用すると、ポートチャネルがピアから Link Aggregation Control
Protocol（LACP）のプロトコルデータユニット（PDU）を受信する前に、アクティブなLACP
インターフェイスが Link Aggregation Control Protocol（LACP）のポートチャネルを確立するこ
とができます。LACPフォールバック機能を設定することで、サーバからLACPPDUを受信す
る前にサーバが LAGを起動し、1つのポートをアクティブに保つことができます。これによ
り、サーバは 1つのイーサネットポートを介して PXEサーバへの接続を確立し、そのブート
イメージをダウンロードして起動プロセスを続行できます。サーバの起動プロセスが完了する

と、サーバは LACPポートチャネルを完全に形成します。

失敗状況

次の障害が発生した場合、MC-LAGはDHDに対しては変更のないバンドルインターフェイス
を表示しながら、影響を受けていない POAにトラフィックをスイッチングすることで、冗長
性を提供します。

•リンク障害：POAのいずれかと DHD間のポートまたはリンクに障害が発生。

•デバイス障害：POAのいずれかにメルトダウンまたはリロードが発生し全体的な接続の喪
失が発生（DHD、コアおよび他の POAに対して）。

•コアの分離：POAがコアネットワークへの接続を失ったために値がなくなり、DHDとの
トラフィックの転送が不可能。

POA間で接続の喪失が発生すると、両方のデバイスは相手側でデバイス障害が発生したと見な
し、両方がアクティブロールを担うよう試みます。これは、スプリットブレーンのシナリオ

と呼ばれ、次のいずれかで発生する可能性があります。

•その他の接続はすべて残り、POA間リンクだけ失われた場合。

• 1つの POAがコアネットワークから切断された場合（つまり 2つの POA間の接続がコア
ネットワーク経由である場合のコア分離シナリオ）。

MC-LAG自体はこの状況を回避する方法を提供しません。POA間の接続の復元力が必須です。
バンドル内でアクティブになるリンク数に制限を設定することで、問題を低減する責任は、

DHDに与えられます。任意の時点で、POAの 1つに接続しているリンクのみがアクティブに
なります。
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イーサネットリンクバンドルの設定
ここでは、イーサネットリンクバンドルの設定方法について説明します。

イーサネットバンドルをアクティブにするためには、バンドルの両方の接続ポイントで同じ設

定を行う必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface Bundle-Ether 3

指定したバンドル IDを使用して新しいイーサネットリンクバンドルを作成します。指定でき
る範囲は 1～ 65535です。

この interface Bundle-Etherコマンドを実行すると、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンサブモードが開始されます。このモードでは、インターフェイス固有のコンフィギュレー

ションコマンドを入力できます。インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終

了して通常のグローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用し
ます。

ステップ 3 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 10.1.2.3 255.0.0.0

ipv4 addressコンフィギュレーションサブコマンドを使用して、IPアドレスとサブネットマス
クを仮想インターフェイスに割り当てます。

• IPアドレスが必要なのは、レイヤ 3のバンドルインターフェイスのみです。（注）

ステップ 4 bundle minimum-active bandwidth kbps

例：

リンクバンドルの設定
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RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 580000

（任意）ユーザがバンドルをアップ状態にする前に必要な最小帯域幅を設定します。

ステップ 5 bundle minimum-active links links

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active links 2

（任意）特定のバンドルをアップ状態にする前に必要なアクティブリンク数を設定します。

ステップ 6 bundle maximum-active links links [hot-standby]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle maximum-active links 1 hot-standby

（任意）バンドルで 1:1保護回線を実装します。これにより、バンドル内で最も優先順位が高
いリンクがアクティブになり、2番目に優先順位が高いリンクがスタンバイになります。また、
アクティブおよびスタンバイのLACP対応のリンクの間でのスイッチオーバーが、専用の最適
化に従って実装されることを指定します。

•アクティブリンクとスタンバイリンクのプライオリティは、bundle port-priority
コマンドの値で決まります。

（注）

ステップ 7 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

イーサネットリンクバンドルのインターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終了

します。

ステップ 8 interface HundredGigE interface-path-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface HundredGigE 0/0/1/0

指定したインターフェイスに対して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。

HundredGigEキーワードを入力して、インターフェイスタイプを指定します。interface-path-id
引数には、rack/slot/module形式でノード IDを指定します。

ステップ 9 bundle id bundle-id [mode {active | on | passive}]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle-id 3

指定したバンドルにリンクを追加します。

リンクバンドルの設定
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バンドル上でアクティブLACPまたはパッシブLACPをイネーブルにするには、オプションの
mode activeキーワードまたは mode passiveキーワードをコマンド文字列に追加します。

LACPをサポートせずにバンドルにリンクを追加するには、オプションのmode onキーワード
をコマンド文字列に追加します。

• modeキーワードを指定しない場合は、デフォルトのモードは onになります
（LACPはポート上で動作しません）。

（注）

ステップ 10 bundle port-priority priority

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle port-priority 1

（任意）bundle maximum-active links コマンドに 1を設定する場合、アクティブリンクのプ
ライオリティを最も高くし（最も小さい値）、スタンバイリンクのプライオリティを2番目に
高く（次に小さい値）する必要があります。たとえば、アクティブリンクの優先順位を1に設
定し、スタンバイリンクの優先順位を 2に設定します。

ステップ 11 no shutdown

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# no shutdown

（任意）リンクがダウン状態の場合はアップ状態にします。no shutdownコマンドは、設定と
リンクの状態に応じて、リンクをアップ状態またはダウン状態に戻します。

ステップ 12 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

イーサネット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サブモードを終

了します。

ステップ 13 bundle id bundle-id [mode {active | passive | on}] no shutdown exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface TenGigE 0/0/1/0

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle id 3

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle port-priority 2

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# no shutdown

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface TenGigE 0/0/1/0

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle id 3
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RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# no shutdown

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

（任意）バンドルにさらにリンクを追加するには、ステップ 8から 11を繰り返します。

ステップ 14 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。

Uncommitted changes found, commit them before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィ
ギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commit コマンドを使用します。

ステップ 15 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# 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。

ステップ 16 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 17 接続のリモートエンドでステップ 1から 15を実行します。

リンクバンドルの他端をアップ状態にします。

リンクバンドルの設定
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ステップ 18 show bundle Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show bundle Bundle-Ether 3

（任意）指定したイーサネットリンクバンドルに関する情報を表示します。

ステップ 19 show lacp Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show lacp Bundle-Ether 3

（任意）LACPポートとそのピアに関する詳細情報を表示します。

LACPフォールバックの設定
この項では、LACPフォールバック機能の設定方法について説明します。

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface Bundle-Ether 3

新しいイーサネットリンクバンドルを作成し名前を付与します。

この interface Bundle-Etherコマンドを実行すると、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンサブモードが開始されます。このモードでは、インターフェイス固有のコンフィギュレー

ションコマンドを入力できます。インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終

了して通常のグローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用し
ます。

ステップ 3 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle lacp-fallback timeout 4

LACPフォールバック機能を有効にします。

リンクバンドルの設定
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ステップ 4 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# commit

設定変更を保存します。

ステップ 5 show bundle infrastructure database ma bdl-info Bundle-e1010 | inctext

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show bundle infrastructure database ma bdl-info Bundle-e1010 |
inc "fallback"

（任意）バンドルマネージャのMA情報を表示します。

ステップ 6 show bundle infrastructure database ma bdl-info Bundle-e1015 | inctext

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show bundle infrastructure database ma bdl-info Bundle-e1015 |
inc "fallback"

（任意）バンドルマネージャのMA情報を表示します。

イーサネットリンクバンドルでの EFPロードバランシ
ングの設定

ここでは、イーサネットリンクバンドルでイーサネットフローポイント（EFP）ロードバラ
ンシングを設定する情報を説明します。

デフォルトでは、イーサネットフローポイント（EFP）ロードバランシングはイネーブルで
す。ただし、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックを、同じ物理メンバリンクを

介して送信されるように設定できます。この設定は、レイヤ 2転送（l2transport）をイネーブ
ルにしたイーサネットバンドルサブインターフェイスでのみ使用できます。

バンドルのアクティブメンバが変更されると、バンドルへのトラフィックは、設定値と一致す

るハッシュ値を持つ別の物理リンクにマッピングされる場合があります。

（注）

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

リンクバンドルの設定
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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。

ステップ 2 hw-module load-balance bundle l2-service l3-params

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# hw-module load-balance bundle l2-service l3-params

（任意）レイヤ 2リンクバンドルでのレイヤ 3ロードバランシングをイネーブルにします。

ステップ 3 interface Bundle-Ether bundle-idl2transport

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config)# interface Bundle-Ether 3 l2transport

指定したバンドル IDを使用し、レイヤ 2転送をイネーブルにして、新しいイーサネットリン
クバンドルを作成します。

指定できる範囲は 1～ 65535です。

ステップ 4 bundle load-balance hash hash-value [auto]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# bundle load-balancing hash 1

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# bundle load-balancing hash auto

バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックを、同じ物理メンバリンクを通過するよう

に設定します。

• hash-value：このバンドルのすべての出力トラフィックが通過する物理メンバリンクを指
定する数値。値は 1～ 8です。

• auto：このバンドルのすべての出力トラフィックが通過する物理メンバーリンクが自動的
に選択されます。

ステップ 5 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。Uncommitted changes found, commit them before exiting (yes/no/cancel)?

リンクバンドルの設定
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• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィ
ギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commit コマンドを使用します。

例

次に、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックが、同じ物理メンバリンク

を介して自動的に送信されるように設定する例を示します。

RP/0/RP0/cpu 0: router# configuration terminal
RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface bundle-ether 1.1 l2transport
RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)#bundle load-balancing hash auto
RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)#

次に、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックが、指定した物理メンバリ

ンクを介して送信されるように設定する例を示します。

RP/0/RP0/cpu 0: router# configuration terminal
RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface bundle-ether 1.1 l2transport
RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)#bundle load-balancing hash 1
RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)#

イーサネットリンクバンドル上の VLAN
802.1Q VLANサブインターフェイスを 802.3adイーサネットリンクバンドル上で設定できま
す。イーサネットリンクバンドル上に VLANを追加するときには、次の点に注意してくださ
い。

•バンドル上のレイヤ 3サブインターフェイスに個別の制限は定義されていません。ただ
し、4000のシステム制限全体がNCS5001とNCS5002に適用され、2000の制限はNCS5022
に適用されます。

バンドル VLANのメモリ要件は、標準の物理インターフェイスよりも若干多くなります。（注）
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バンドル上でVLANサブインターフェイスを作成するには、次のように interfaceBundle-Ether
コマンドを使用して VLANサブインターフェイスインスタンスを追加します。

interface Bundle-Ether interface-bundle-id.subinterface

イーサネットリンクバンドル上でVLANを作成した後、すべてのVLANサブインターフェイ
スコンフィギュレーションがそのリンクバンドル上でサポートされます。

VLANサブインターフェイスでは、イーサネットフローポイント（EFP）およびレイヤ 3サー
ビスなどの複数のレイヤ 2フレームタイプおよびサービスをサポートできます。

レイヤ 2 EFPは次のように設定します。

interface bundle-ether instance.subinterface l2transport. encapsulation dot1q xxxxx

レイヤ 3 VLANサブインターフェイスは次のように設定します。

interface bundle-ether instance.subinterface, encapsulation dot1q xxxxx

レイヤ 2インターフェイスとレイヤ 3インターフェイスの違いは、l2transportキーワードで
す。両方のタイプのインターフェイスで dot1q encapsulationを使用します。

（注）

バンドルを介した VLANの設定
ここでは、VLANバンドルの設定方法について説明します。VLANバンドルの作成では、主に
次の 3つの作業を行います。

手順

ステップ 1 イーサネットバンドルを作成します。

ステップ 2 VLANサブインターフェイスを作成し、イーサネットバンドルに割り当てます。

ステップ 3 イーサネットリンクをイーサネットバンドルに割り当てます。

これらの作業について、以降の手順で詳しく説明します。

VLANバンドルをアクティブにするには、バンドル接続の両端で同じ設定を行う必要がありま
す。

（注）
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手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config)# interface Bundle-Ether 3

新しいイーサネットリンクバンドルを作成し名前を付与します。

この interface Bundle-Etherコマンドを実行すると、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンサブモードが開始されます。このモードでは、インターフェイス固有のコンフィギュレー

ションコマンドを入力できます。インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終

了して通常のグローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用し
ます。

ステップ 3 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 10.1.2.3 255.0.0.0

ipv4 addressコンフィギュレーションサブコマンドを使用して、IPアドレスとサブネットマス
クを仮想インターフェイスに割り当てます。

ステップ 4 bundle minimum-active bandwidth kbps

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 580000

（任意）ユーザがバンドルをアップ状態にする前に必要な最小帯域幅を設定します。

ステップ 5 bundle minimum-active links links

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active links 2

（任意）特定のバンドルをアップ状態にする前に必要なアクティブリンク数を設定します。

ステップ 6 bundle maximum-active links links [hot-standby]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle maximum-active links 1 hot-standby
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（任意）バンドルで 1:1保護回線を実装します。これにより、バンドル内で最も優先順位が高
いリンクがアクティブになり、2番目に優先順位が高いリンクがスタンバイになります。また、
アクティブおよびスタンバイのLACP対応のリンクの間でのスイッチオーバーが、専用の最適
化に従って実装されることを指定します。

アクティブリンクとスタンバイリンクのプライオリティは、bundle port-priorityコ
マンドの値で決まります。

（注）

ステップ 7 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終了します。

ステップ 8 interface Bundle-Ether bundle-id.vlan-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config)# interface Bundle-Ether 3.1

新しい VLANを作成し、その VLANをステップ 2で作成したイーサネットバンドルに割り当
てます。

bundle-id引数には、ステップ 2で作成したバンドル IDを指定します。

vlan-idにはサブインターフェイス IDを指定します。

範囲は 1～ 4093です（0、4094、および 4095は予約されています）。

.vlan-id引数を interfaceBundle-Ether bundle-idコマンドに含めると、サブインターフェ
イスコンフィギュレーションモードが開始されます。

（注）

ステップ 9 encapsulation dot1qvlan-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# encapsulation dot1q 100

インターフェイスのレイヤ 2カプセル化を設定します。

ステップ 10 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config-subif)# ipv4 address 10.1.2.3/24

IPアドレスおよびサブネットマスクをサブインターフェイスに割り当てます。

ステップ 11 no shutdown

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config-subif)# no shutdown
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（任意）リンクがダウン状態の場合はアップ状態にします。no shutdownコマンドは、設定と
リンクの状態に応じて、リンクをアップ状態またはダウン状態に戻します。

ステップ 12 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# exit

VLANサブインターフェイスのサブ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。

ステップ 13 ステップ 2で作成したバンドルにさらに VLANを追加するには、ステップ 9から 12を繰り返
します

（任意）バンドルにさらにサブインターフェイスを追加します。

ステップ 14 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

- yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

-noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

- cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレーションセッションで継続されま
す。コンフィギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。

ステップ 15 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# 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ます。

リンクバンドルの設定
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ステップ 16 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 17 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router # configure

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。

ステップ 18 interface {TenGigE | FortyGigE | HundredGigE}interface-path-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface TenGigE 0/0/0/0

バンドルに追加するイーサネット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

ンモードを開始します。

GigabitEthernetキーワードまたは TenGigEキーワードを入力して、インターフェイスタイプ
を指定します。interface-path-id引数には、rack/slot/module形式でノード IDを指定します。

リンクバンドルの両端にイーサネットインターフェイスを追加するまでは、VLAN
バンドルはアクティブになりません。

（注）

LACPの短時間インターバル
パケットはバンドルインターフェイスのメンバーリンク上で交換されるため、一部のメンバ

リンクの速度が低下したり、またはタイムアウトになり障害が発生したりする場合がありま

す。通過するリンクの安定性と信頼性を確認するために、LACPパケットがこれらのリンク上
で定期的に交換されます。LACPパケットが送信されるインターバルを短時間に設定すること
で、リンクの障害をすばやく検出し、回復させることができます。

短時間のインターバルは次のように設定します。

•ミリ秒単位。

•増分は 100ミリ秒単位

•範囲は 100 ~ 1000ミリ秒

•デフォルトは 1000ミリ秒（1秒）

•最大メンバリンク数は 64

• 1秒あたりの最大パケット数（pps）は 1280
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6つのパケットが損失すると、リンクはバンドルから切断されます。

短時間のインターバルを設定していない場合、LACPパケットはデフォルトで 30秒ごとにメ
ンバリンク上に送信されます。

短時間のインターバルを設定している場合、LACPパケットはデフォルトで 1000ミリ秒（1
秒）ごとにメンバリンク上に送信されます。オプションで、送信インターバルと受信インター

バルの両方を 100ミリ秒単位で増分（100、200、300など）して 1000ミリ秒未満に個別に、ま
たはまとめて設定できます。

カスタムのLACP短時間送信インターバルをリンクの一端に設定した場合は、リンクの別の一
端の受信インターバルに同じ時間を設定する必要があります。

必ず先に接続の両端の送信インターバルを設定してから、接続のどちらか一端の受信インター

バルを設定してください。両端の送信インターバルを最初に設定しないと、ルートフラッピン

グ（経路情報の大幅な増減が繰り返される）が発生します。短時間のカスタムLACPを削除す
る場合は、反対の順序で行う必要があります。最初に受信インターバルを削除してから、送信

インターバルを削除します。

（注）

デフォルト LACP短期時間インターバルの設定
ここでは、ギガビットイーサネットインターフェイスで LACPパケットを送受信するための
デフォルトの短時間インターバルの設定方法について説明します。この手順は、LACPを短時
間有効にします。

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface HundredGigEinterface-path

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface HundredGigE 0/0/1/0

ギガビットイーサネット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。

ステップ 3 bundle id number mode active

例：
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RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle id 1 mode active

バンドルインターフェイスを指定し、メンバーインターフェイスをアクティブモードにしま

す。

ステップ 4 lacp period short

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# lacp period short

デフォルトの 1000ミリ秒（1秒）の時間を使用して、LACPパケットを送受信する短時間イン
ターバルを設定します。

ステップ 5 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

- yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

-noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

- cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレーションセッションで継続されま
す。コンフィギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。

例

次に、LACP短時間インターバルをデフォルトの 1000ミリ秒（1秒）の時間に設定す
る例を示します。

config

リンクバンドルの設定
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interface HundredGigE 0/0/1/0
bundle id 1 mode active
lacp period short
commit

次に、カスタムの LACP短時間送受信インターバルをデフォルトの 1000ミリ秒（1
秒）未満に設定する例を示します。

config
interface HundredGigE 0/0/1/0

bundle id 1 mode active
lacp period short
commit

config
interface HundredGigE 0/0/1/0

lacp period short transmit 100
commit

config
interface HundredGigE 0/0/1/0

lacp period short receive 100
commit

カスタム LACP短時間インターバルの設定
ここでは、ギガビットイーサネットインターフェイスで LACPパケットを送受信するための
カスタムの短時間インターバル（1000ミリ秒未満）の設定方法について説明します。

必ず先に接続の両端の送信インターバルを設定してから、接続のどちらか一端の受信インター

バルを設定してください。両端の送信インターバルを最初に設定しないと、ルートフラッピン

グ（経路情報の大幅な増減が繰り返される）が発生します。短時間のカスタムLACPを削除す
る場合は、反対の順序で行う必要があります。最初に受信インターバルを削除してから、送信

インターバルを削除します。

（注）

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# configure

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。

ステップ 2 interface Bundle-Ether bundle-id

例：
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RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface Bundle-Ether 3

新しいイーサネットリンクバンドルを作成し名前を付与します。

この interface Bundle-Etherコマンドを実行すると、インターフェイスコンフィギュレーショ
ンサブモードが開始されます。このモードでは、インターフェイス固有のコンフィギュレー

ションコマンドを入力できます。インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終

了して通常のグローバルコンフィギュレーションモードに戻るには、exitコマンドを使用し
ます。

ステップ 3 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# ipv4 address 10.1.2.3 255.0.0.0

ipv4 addressコンフィギュレーションサブコマンドを使用して、IPアドレスとサブネットマス
クを仮想インターフェイスに割り当てます。

ステップ 4 bundle minimum-active bandwidth kbps

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 580000

（任意）ユーザがバンドルをアップ状態にする前に必要な最小帯域幅を設定します。

ステップ 5 bundle minimum-active links links

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active links 2

（任意）特定のバンドルをアップ状態にする前に必要なアクティブリンク数を設定します。

ステップ 6 bundle maximum-active links links

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle maximum-active links 1

（任意）1個のアクティブリンクと、アクティブリンクに障害が発生した場合に、バンドルに
迅速に引き継ぐことができるスタンバイモードの 1個のリンクを指定します（1：1保護）。

• 1つのバンドルで許可されるデフォルトのアクティブリンク数は 8です。

• bundlemaximum-activeコマンドを実行すると、バンドル内で最もプライオリティ
が高いリンクのみがアクティブになります。プライオリティは、bundle
port-priorityコマンドの値に基づいて決定されます（値が小さいほど、プライオ
リティが高くなります）。したがって、アクティブにするリンクに高いプライオ

リティを設定することを推奨します。

（注）

ステップ 7 exit

リンクバンドルの設定

23

リンクバンドルの設定

カスタム LACP短時間インターバルの設定



例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# exit

インターフェイスコンフィギュレーションサブモードを終了します。

ステップ 8 interface Bundle-Ether bundle-id.vlan-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router#(config)# interface Bundle-Ether 3.1

新しい VLANを作成し、その VLANをステップ 2で作成したイーサネットバンドルに割り当
てます。

bundle-id引数には、ステップ 2で作成したバンドル IDを指定します。

vlan-idにはサブインターフェイス IDを指定します。範囲は 1～ 4093です（0、4094、および
4095は予約されています）。

• vlan-id引数を interfaceBundle-Ether bundle-idコマンドに含めると、サブインター
フェイスコンフィギュレーションモードが開始されます。

（注）

ステップ 9 dot1q vlan vlan-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# dot1q vlan 10

VLANをサブインターフェイスに割り当てます。

vlan-id引数にはサブインターフェイス IDを指定します。範囲は 1～ 4093です（0、4094、お
よび 4095は予約されています）。

ステップ 10 ipv4 address ipv4-address mask

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# ipv4 address 10.1.2.3/24

IPアドレスおよびサブネットマスクをサブインターフェイスに割り当てます。

ステップ 11 no shutdown

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# no shutdown

（任意）リンクがダウン状態の場合はアップ状態にします。no shutdownコマンドは、設定と
リンクの状態に応じて、リンクをアップ状態またはダウン状態に戻します。

ステップ 12 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# exit
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VLANサブインターフェイスのサブ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。

ステップ 13 ステップ 2で作成したバンドルにさらに VLANを追加するには、ステップ 7～ 12を繰り返し
ます

（任意）バンドルにさらにサブインターフェイスを追加します。

ステップ 14 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。Uncommitted changes found, commit them before exiting (yes/no/cancel)?

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィ
ギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。

ステップ 15 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# 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。

ステップ 16 exit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。

ステップ 17 show ethernet trunk bundle-ether instance

例：
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RP/0/RP0/cpu 0: router# show ethernet trunk bundle-ether 5

（任意）インターフェイスコンフィギュレーションを表示します。

イーサネットバンドルインスタンスの範囲は 1～ 65535です。

ステップ 18 configure

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router # configure

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。

ステップ 19 interface {HundredGigE } interface-path-id

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config)# interface HundredGigE 0/0/1/0

バンドルに追加するイーサネット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

ンモードを開始します。

HundredGigEキーワードを入力して、インターフェイスタイプを指定します。interface-path-id
引数には、rack/slot/module形式でノード IDを指定します。

•リンクバンドルの両端にイーサネットインターフェイスを追加するまでは、
VLANバンドルはアクティブになりません。

（注）

ステップ 20 bundle id bundle-id [mode {active | on | passive}]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# bundle-id 3

ステップ 2から 13で設定したバンドルにイーサネットインターフェイスを追加します。

バンドル上でアクティブLACPまたはパッシブLACPをイネーブルにするには、オプションの
mode activeキーワードまたは mode passiveキーワードをコマンド文字列に追加します。

LACPをサポートせずにバンドルにインターフェイスを追加するには、オプションの mode on
キーワードをコマンド文字列に追加します。

• modeキーワードを指定しない場合は、デフォルトのモードは onになります
（LACPはポート上で動作しません）。

（注）

ステップ 21 no shutdown

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-if)# no shutdown

（任意）リンクがダウン状態の場合はアップ状態にします。no shutdownコマンドは、設定と
リンクの状態に応じて、リンクをアップ状態またはダウン状態に戻します。
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ステップ 22 VLANバンドルにさらにイーサネットインターフェイスを追加するには、ステップ 19から 21
を繰り返します。

—

ステップ 23 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# end

または

RP/0/RP0/cpu 0: router(config-subif)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。Uncommitted changes found, commit them before exiting (yes/no/cancel)?

• yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

• noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

• cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッションが継続します。コンフィ
ギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。

ステップ 24 VLANバンドル接続のリモートエンドでステップ 1から 23を実行します。

リンクバンドルの他端をアップ状態にします。

ステップ 25 show bundle Bundle-Ether bundle-id [reasons]

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show bundle Bundle-Ether 3 reasons

（任意）指定したイーサネットリンクバンドルに関する情報を表示します。

show bundle Bundle-Etherコマンドは指定したバンドルに関する情報を表示します。バンドル
が正しく設定されており、トラフィックを伝送している場合は、show bundle Bundle-Etherコ
マンドの出力の Stateフィールドに数値「4」が表示されます。これは、指定された VLANバ
ンドルポートが「分散している」ことを意味します。

ステップ 26 show ethernet trunk bundle-ether instance

例：

RP/0/RP0/cpu 0: router# show ethernet trunk bundle-ether 5

（任意）インターフェイスコンフィギュレーションを表示します。

リンクバンドルの設定
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イーサネットバンドルインスタンスの範囲は 1～ 65535です。

MC-LAGでの VPWSクロスコネクトの設定
MC-LAGで VPWSクロスコネクトを設定するには、次の作業を実行します。

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 3 pw-status

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-status

疑似回線のステータスをイネーブルにします。

•接続回線が冗長状態をActiveに変更すると、Active pw-statusがプライマリおよび
バックアップ疑似回線に送信されます。

接続回線が冗長状態を Standbyに変更すると、Standby pw-statusがプライマリお
よびバックアップ疑似回線に送信されます。

（注）

ステップ 4 xconnect group group-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn)# xconnect group grp_1

クロスコネクトグループの名前を入力します。

ステップ 5 p2p xconnect-name

例：

リンクバンドルの設定
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RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc)# p2p p1

ポイントツーポイントクロスコネクトの名前を入力します。

ステップ 6 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p)# interface Bundle-Ether 1.1

インターフェイスタイプ IDを指定します。

ステップ 7 neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p)# neighbor 10.2.2.2 pw-id 2000

クロスコネクトの疑似回線セグメントを設定します。

オプションで、コントロールワードをディセーブルにするか、イーサネットまたは VLANに
transport-typeを設定できます。

ステップ 8 pw-class {class-name}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# pw-class c1

疑似回線に使用する疑似回線クラステンプレート名を設定します。

ステップ 9 backup neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p-pw)# backup neighbor 10.2.2.2 pw-id 2000

バックアップ疑似回線を追加します。

ステップ 10 pw-class {class-name}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p-pw-backup)# pw-class c2

バックアップ疑似回線に使用する疑似回線クラステンプレート名を設定します。

ステップ 11 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p-pw-backup)# end

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p-pw-backup)# commit

リンクバンドルの設定
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設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

- yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

-noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

- cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレーションセッションで継続されま
す。コンフィギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。

MC-LAGでの VPLSの設定
MC-LAGで VPLSを設定するには、次の作業を実行します。

デバイスには最大 128KのMACアドレスエントリを含めることができます。デバイス上のブ
リッジドメインには最大 64KのMACアドレスエントリを含めることができます。

（注）

手順

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# configure

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。

ステップ 2 l2vpn

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# l2vpn

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。

リンクバンドルの設定
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ステップ 3 pw-status

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-status

（任意）疑似回線のステータスをイネーブルにします。

接続回線の冗長状態に関係なく、VFIのすべての疑似回線は常にアクティブです。

ステップ 4 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn)# bridge group csco
RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)#

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成し、ブリッジドメインにネッ

トワークインターフェイスを割り当てます。

ステップ 5 bridge-domain bridge-domain-name

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain abc
RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)#

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 6 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)# interface Bundle-Ether 1.1

インターフェイスタイプ IDを指定します。

ステップ 7 vfi {vfi-name}

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# vfi vfi-east

仮想転送インスタンス（VFI）コンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ 8 neighbor A.B.C.D pw-id pseudowire-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi)# neighbor 10.2.2.2 pw-id 2000

クロスコネクトの疑似回線セグメントを設定します。

オプションで、コントロールワードをディセーブルにするか、イーサネットまたは VLANに
transport-typeを設定できます。

ステップ 9 pw-class {class-name}
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例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# pw-class canada

疑似回線に使用する疑似回線クラステンプレート名を設定します。

ステップ 10 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# end

または

RP/0/RP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-vfi-pw)# commit

設定変更を保存します。

• endコマンドを実行すると、次に示す変更のコミットを求めるプロンプトが表示されま
す。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

- yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイルに変更が保存され、コンフィ
ギュレーションセッションが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。

-noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

- cancelと入力すると、ルータは現在のコンフィギュレーションセッションで継続されま
す。コンフィギュレーションセッションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コンフィギュレーションセッ
ションを継続するには、commitコマンドを使用します。
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