
イーサネットインターフェイスの設定

このモジュールでは、イーサネットインターフェイスの設定について説明します。

分散型 100メガビット、1ギガビット、10ギガビット、25ギガビット、40ギガビット、100ギ
ガビットのイーサネットアーキテクチャは、ネットワークに拡張性とパフォーマンスをもたら

すとともに、サービスプロバイダーが高密度で高帯域幅のネットワーキングソリューション

を提供できるようにします。これらのソリューションは、コアルータやエッジルータ、レイ

ヤ 2およびレイヤ 3スイッチなど、POP内の他のシステムとルータを相互接続するように設
計されています。

•物理イーサネットインターフェイスの設定（1ページ）
•イーサネットの設定に関する情報（5ページ）
• LLDP（7ページ）

物理イーサネットインターフェイスの設定
基本的なイーサネットインターフェイス設定を作成するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. show version
2. show interfaces [HundredGigE | ] interface-path-id
3. configure
4. interface [HundredGigE| TenGigE] interface-path-id
5. ipv4 address ip-address mask
6. mtu bytes
7. mac-address value1.value2.value3
8. no shutdown
9. endまたは commit
10. show interfaces [HundredGigE | TenGigE] interface-path-id
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手順の詳細

ステップ 1 show version

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show version

（任意）現在のソフトウェアバージョンを表示します。また、ルータがラインカードを認識しているこ

とを確認する場合にも使用できます。

ステップ 2 show interfaces [HundredGigE | ] interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show interface HundredGigE
0/0/1/0

（任意）設定済みのインターフェイスを表示し、各インターフェイスポートのステータスを確認します。

ステップ 3 configure

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# 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。

ステップ 4 interface [HundredGigE| TenGigE] interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# interface HundredGigE
0/0/1/0

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、イーサネットインターフェイス名と

rack/slot/module/port表記を指定します。このステップで使用できるインターフェイスの種類は次のとお
りです。

• 1GigE

• 10GigE

• 25GigE

• 40GigE

• 100GigE

•この例は、ラインカードスロット 1にある 100ギガビットイーサネットインターフェ
イスです。

（注）

ステップ 5 ipv4 address ip-address mask

例：
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RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 172.18.189.38 255.255.255.224

IPアドレスとサブネットマスクをインターフェイスに割り当てます。

• ip-addressをインターフェイスのプライマリ IPv4アドレスに置き換えます。

• maskを関連付けられた IPサブネットのマスクに置き換えます。ネットワークマスクは、次のいず
れかの方法で指定できます。

• 4分割ドット付き 10進表記のアドレスでネットワークマスクを指定します。たとえば、255.0.0.0
は、値が 1の各ビットは、対応するアドレスのビットがそのネットワークアドレスに属することを
示します。

•ネットワークマスクは、スラッシュ（/）と数字で示すことができます。たとえば、/8は、マスクの
最初の8ビットが1で、対応するアドレスのビットがネットワークアドレスであることを示します。

ステップ 6 mtu bytes

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# mtu 1448

（任意）インターフェイスのMTU値を設定します。

•通常フレームのデフォルトは 1514バイト、802.1Qタグ付きフレームのデフォルトは 1518バイトで
す。

• 100ギガビットイーサネットの mtu値の範囲は 64～ 65535バイトです。

ステップ 7 mac-address value1.value2.value3

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# mac address 0001.2468.ABCD

（任意）[Management Ethernet]インターフェイスのMAC層アドレスを設定します。

•値は、それぞれMACアドレスの上位、中間、および下位の 2バイト（16進）です。各 2バイト値
の範囲は 0～ ffffです。

ステップ 8 no shutdown

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown

shutdown設定を削除します。こうすることでインターフェイスが強制的に管理上のダウン状態になりま
す。

ステップ 9 endまたは commit

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# end
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または

RP/0/RP0/CPU0: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 10 show interfaces [HundredGigE | TenGigE] interface-path-id

例：

RP/0/RP0/CPU0:router# show interfaces HundredGigE
0/0/1/0

（任意）ルータ上のインターフェイスに関する統計情報を表示します。

例

次に、100ギガビットイーサネットのラインカードのインターフェイスを設定する例
を示します。

RP/0/RP0/CPU0:router# configure
RP/0/RP0/CPU0:router(config)# interface HundredGigE 0/0/1/0
RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 172.18.189.38 255.255.255.224

RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# mtu 1448
RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# mac-address 0001.2468.ABCD
RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown
RP/0/RP0/CPU0:router(config-if)# end
Uncommitted changes found, commit them? [yes]: yes

RP/0/RP0/CPU0:router# show interfaces HundredGigE 0/0/1/0
HundredGigE0/0/1/0 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 1
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Hardware is HundredGigE, address is 6219.8864.e330 (bia 6219.8864.e330)
Internet address is 3.24.1.1/24
MTU 9216 bytes, BW 100000000 Kbit (Max: 100000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 3/255, rxload 3/255
Encapsulation ARPA,
Full-duplex, 100000Mb/s, link type is force-up
output flow control is off, input flow control is off
Carrier delay (up) is 10 msec
loopback not set,
Last link flapped 10:05:07
ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
Last input 00:08:56, output 00:00:00
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 1258567000 bits/sec, 1484160 packets/sec
5 minute output rate 1258584000 bits/sec, 1484160 packets/sec

228290765840 packets input, 27293508436038 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 15 broadcast packets, 45 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
212467849449 packets output, 25733664696650 bytes, 0 total output drops
Output 23 broadcast packets, 15732 multicast packets
39 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions

RP/0/RP0/CPU0:router# show running-config interface HundredGigE 0/0/1/0

interface HundredGigE0/0/1/0
mtu 9216
service-policy input linerate
service-policy output elinerate
ipv4 address 3.24.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 3:24:1::1/64
flow ipv4 monitor perfv4 sampler fsm ingress
!

イーサネットの設定に関する情報
ここでは、次の情報について説明します。

100ギガビットイーサネットのデフォルト設定値
次の表に、100ギガビットイーサネットラインカード上でインターフェイスが有効になって
いるときに存在する、デフォルトのインターフェイス設定パラメータについて説明します。

インターフェイスを管理上のダウン状態にするには、shutdownコマンドを使用する必要があり
ます。インターフェイスのデフォルトはno shutdownです。ラインカードを初めて装着したと
きに、プリコンフィギュレーションが行われていない場合、コンフィギュレーションマネー

ジャによって shutdown項目が設定に追加されます。この shutdownを削除するにはno shutdown
コマンドを入力します。

（注）
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表 1 : 100ギガビットイーサネットラインカードのデフォルト設定値

デフォルト値設定ファイルのエントリパラメータ

• 1514バイト（通常のフ
レーム）

• 1518バイト（802.1Qタグ
付きフレーム）

• 1522バイト（Q-in-Qフ
レーム）

mtuMTU

ハードウェア BIA（バーンド
インアドレス）

mac addressMACアドレス

イーサネットMTU
イーサネットの最大伝送単位（MTU）は、最大フレームのサイズから 4バイトのフレーム
チェックシーケンス（FCS）を引いた値です。このMTUがイーサネットネットワークで伝送
できるサイズです。パケットの宛先に到達するまでに経由する各物理ネットワークは、MTU
が異なる可能性があります。

Cisco IOS XRソフトウェアは、次の 2つのタイプのフレーム転送プロセスをサポートします。

• IPV4パケットのフラグメンテーション：このプロセスでは、ネクストホップの物理ネッ
トワークのMTU内に収まるように、必要に応じて IPv4パケットが分割されます。

IPv6はフラグメンテーションをサポートしません。（注）

• MTUの検出プロセスによる最大パケットサイズの決定：このプロセスは、すべての IPV6
デバイスと発信側の IPv4デバイスに使用できます。このプロセスでは、分割せずに送信
できる IPv6または IPv4パケットの最大サイズを、発信側の IPデバイスが決定します。最
大パケットは、IP発信元デバイスおよび IP宛先デバイス間にあるすべてのネットワーク
の中で、最小MTUと等値です。このパス内にあるすべてのネットワークの最小MTUよ
りもパケットが大きい場合、そのパケットは必要に応じて分割されます。このプロセスに

よって、発信側のデバイスから大きすぎる IPパケットが送信されなくなります。

標準フレームサイズを超えるフレームの場合、ジャンボフレームのサポートが自動的にイネー

ブルになります。デフォルト値は標準フレームの場合は 1514、802.1Qタグ付きフレームの場
合は 1518です。この数値に 4バイトの FCSは含まれません。
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LLDP
Cisco Discovery Protocol（CDP）は、すべてのシスコデバイス（ルータ、ブリッジ、アクセス
サーバ、およびスイッチ）のレイヤ2（データリンク層）上で動作するデバイス検出プロトコ
ルです。ネットワーク管理アプリケーションは CDPを使用することにより、ネットワーク接
続されている他のシスコデバイスを自動的に検出し、識別できます。

非シスコデバイスをサポートし、他のデバイス間の相互運用性を確保するために、IEEE802.1AB
LLDPもサポートしています。LLDPは、ネットワークデバイスがネットワーク上の他のデバ
イスに自分の情報をアドバタイズするために使用するネイバー探索プロトコルです。このプロ

トコルはデータリンク層で動作するため、異なるネットワーク層プロトコルが稼動する2つの
システムで互いの情報を学習できます。

LLDPのグローバルな有効化
ルータ上で LLDPを実行するには、グローバルにイネーブルにする必要があります。LLDPを
グローバルにイネーブルにすると、LLDPをサポートするすべてのインターフェイスが、送受
信の両方の動作に対して自動的にイネーブルになります。

受信または送信動作をディセーブルにするには、インターフェイスでこのデフォルト動作を上

書きできます。インターフェイスに対するLLDPの受信動作または送信動作を選択的に無効に
する方法の詳細については、「インターフェイスでのLLDPの受信動作および送信動作の無効
化」の項を参照してください。

次の表に、設定可能なグローバル属性を示します。

説明範囲デフォルト属性

パケットで送信される

保留時間（秒単位）を

指定します。

0～ 65535120Holdtime

任意のインターフェイ

スでLLDPの初期化を
2-52Reinit

実行するための遅延

（秒単位）

LLDPパケットが送信
されるレートを指定し

ます（秒単位）。

5～ 6553430Timer

LLDPをグローバルにイネーブルにするには、次の手順を実行します。

1. RP/0/RP0/CPU0:router # configure

2. RP/0/RP0/CPU0:router(config) #lldp

3. end or commit
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実行コンフィギュレーション

RP/0/RP0/CPU0:turin-5#show run lldp
Fri Dec 15 20:36:49.132 UTC
lldp
!

RP/0/RP0/CPU0:turin-5#show lldp neighbors
Fri Dec 15 20:29:53.763 UTC
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID
SW-NOSTG-I11-PUB.cis Mg0/RP0/CPU0/0 120 N/A Fa0/28

Total entries displayed: 1

RP/0/RP0/CPU0:turin-5#show lldp neighbors mgmtEth 0/RP0/CPU0/0
Fri Dec 15 20:30:54.736 UTC
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID
SW-NOSTG-I11-PUB.cis Mg0/RP0/CPU0/0 120 N/A Fa0/28

Total entries displayed: 1
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