
キャリアイーサネットモデル

この章では、レイヤ2（L2）の機能および規格について紹介します。この章では、L2VPN機能
を設定する方法についても説明します。

分散ギガビットイーサネットおよび 10ギガビットイーサネットのアーキテクチャと機能によ
り、サービスプロバイダーは、ルータとPOP内の他のシステム（コアルータ、エッジルータ、
L2スイッチ、レイヤ3（L3）スイッチなど）を相互接続するために設計された、高密度、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、その一方でネットワークのスケーラビリ

ティおよびパフォーマンスも提供されます。

管理イーサネットインターフェイスの設定情報については説明しません。管理イーサネット

インターフェイスを設定し、Telnetサーバを有効にする場合は、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Routers Getting Started GuideCisco NCS 6000 Series Routers Getting Started
Guide』を参照してください。ルーティングのために管理イーサネットインターフェイスを設
定する場合、または管理イーサネットインターフェイスの設定を変更する場合は、『 Interface
and Hardware Component Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Advanced
Configuration and Modification of the Management Ethernet Interface on the Cisco ASR 9000 Series
Router」の章を参照してください。

（注）

イーサネットインターフェイス設定の機能履歴

変更内容リリース

この機能は、Cisco ASR 9000シリーズルータ
で導入されました。

リリース 3.7.2

バンドルインターフェイスの EFPのスケーラ
ビリティが導入されました。

リリース 4.1.1

•レイヤ 2イーサネットインターフェイスを設定するための前提条件（2ページ）
•レイヤ 2理論と規格準拠（2ページ）
•イーサネットインターフェイスでのレイヤ 2機能の設定方法（20ページ）
•設定例（36ページ）
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•次の作業（40ページ）

レイヤ 2イーサネットインターフェイスを設定するため
の前提条件

イーサネットインターフェイスを設定する前に、次のタスクと条件が満たされていることを確

認してください。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属してい
る必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含
まれます。

ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管
理者に連絡してください。

•次のラインカードの少なくとも1つがルータに取り付けられていることを確認してくださ
い。

• 4ポート 10ギガビットイーサネット（4 x 10 GE）ラインカード
• 8ポート 10ギガビットイーサネット（4 x 10 GE）ラインカード
• 40ポート 1ギガビットイーサネットラインカード

•インターフェイスの IPアドレスがわかっていること。
•汎用インターフェイス名に汎用表記法の rack/slot/module/portを適用する方法を理解してい
ます。

レイヤ 2理論と規格準拠
イーサネットインターフェイスを設定するには、次の概念を理解している必要があります。

イーサネットテクノロジーの概要

イーサネットは IEEE802.3国際規格によって定義されています。イーサネットによって、同軸
ケーブル、ツイストペアケーブル、または光ファイバケーブルで、最大 1024ノードの接続が
可能になります。

Cisco ASR 9000シリーズルータは、ギガビットイーサネット（1000 Mbps）インターフェイス
および 10ギガビットイーサネット（10 Gbps）インターフェイスをサポートしています。

キャリアイーサネットサービス

シスコが推奨するメトロイーサネットフォーラム（MEF）キャリアイーサネット（CE）2.0
サービス：
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• E-LINE：E-Lineは 2つのUNIのみを接続するポイントツーポイントイーサネットサービ
スです。

• E-LAN：E-LANは多数（2つ以上）のUNIを接続するマルチポイントツーマルチポイント
サービスで、サイトにフルメッシュ接続を提供します。

• E-TREE：E-Treeは多数のUNIを接続するルーテッドマルチポイントサービスで、サイト
にハブアンドスポークマルチポイント接続を提供します。

• E-ACCESS：E-Accessサービスは、少なくとも 1つの UNI OVCエンドポイントと 1つの
ENNIエンドポイントを持つ、OVCベースのサービスです。

イーサネットWAN（EWAN）について説明する際に、次の用語を使用します。

• CE（カスタマーエッジ）：サービスプロバイダーに接続するカスタマーデバイス
• PE（プロバイダーエッジ）：カスタマーに接続するサービスプロバイダーデバイス
• UNI：CEと PE間の接続
• AC：CEを PEに接続する物理または仮想回線
•多重化 UNI：複数の VLANフローをサポートする UNI
•疑似回線：サービスプロバイダーネットワーク内のエンドツーエンドパスを示すために
使用する用語

図 1 : EWANの用語

イーサネットワイヤサービス

イーサネットワイヤサービスは、ポイントツーポイントのイーサネットセグメントをエミュ

レートするサービスです。これは、プロバイダーエッジがレイヤ 2で動作し、通常レイヤ 2

キャリアイーサネットモデル

3

キャリアイーサネットモデル

イーサネットワイヤサービス



ネットワークで実行される以外、イーサネット専用回線（EPL）、レイヤ 1ポイントツーポイ
ントサービスに似ています。EWSは特定の UNIで受信されたすべてのフレームをカプセル化
し、フレームに含まれる内容を参照せずに、これらのフレームを単一出力UNIに転送します。
このサービスの動作は EWSを VLANタグ付きフレームで使用できることを示します。VLAN
タグは、一部の例外を除いて EWS（ブリッジプロトコルデータユニット（BPDU））に対し
て透過的です。これらの例外には、IEEE 802.1x、IEEE 802.2ad、および IEEE 802.3xが含まれ
ます。これは、これらのフレームがローカルで意味を持ち、カスタマーとサービスプロバイ

ダーの両方がそれらのフレームをローカルで終了できるよう支援されるためです。

サービスプロバイダーはインターフェイスでフレームを単純に受け取り、実際のフレームを参

照せずにこれらを送信するため（ただし、形式と長さが特定のインターフェイスに適合してい

ることは確認します）、EWSはカスタマーのイーサネットフレーム内にある VLANタグに関
与しません。

EWSは all-to-oneバンドリングの概念に対応しています。つまり、EWSはポイントツーポイン
ト回線の一方のエンドのポートと他方のエンドのポートをマッピングします。EWSはポート
間サービスです。したがって、カスタマーが 1つのスイッチまたはルータを n個のスイッチま
たはルータに接続する必要がある場合は、n個のポートおよび n個の疑似回線または論理回線
が必要になります。

考慮すべき 1つの重要なポイントは、EWSはイーサネットレイヤ 1接続を広範にエミュレー
トするにもかかわらず、サービスは共有インフラストラクチャで提供され、したがって、すべ

てのインターフェイス帯域幅を常に使用できる可能性は低く、またそのようにする必要もない

ということです。EWSは、通常、多くのユーザが伝送パスのどこかで回線を共有する、サブ
ラインレートサービスです。その結果、コストが EPLのコストよりも、ほとんどの場合、小
さくなります。SPは、レイヤ1EPLとは異なり、特定契約の特定目的を達成するために、QoS
およびトラフィックエンジニアリングを実装する必要があります。ただし、カスタマーアプリ

ケーションに本当の意味でのワイヤレート透過サービスが必要な場合、DWDM（高密度波長
分割多重）、CDWM（低密度波長分割多重）、SONET/SDHなどの光送信デバイスを使用して
提供される EPLサービスを検討する必要があります。

イーサネット仮想専用回線

イーサネット仮想専用回線（EVPL）は、ポイントツーポイント接続を提供する点でEWSに似
ています。EWSとEVPLの主な違いは、EVPLは、VLANタグを使用して、宛先の異なる複数
の疑似回線を1つのポートとの間で多重化する点です。つまり、EPLおよびEWSとは異なり、
EVPLは、1対多の多重化サービスです。サービス多重化は、複数の疑似回線が 1つのアクセ
スインターフェイスまたは UNIを使用することを意味します。これらの回線は L2VPN内、た
とえばインターネットゲートウェイにおいて終端可能です。サービスユーザの観点からは、こ

のサービス多重化機能により、インターフェイス使用の効率化、ケーブル設備の単純化、およ

び追加インターフェイスに関連するメンテナンスコストの削減が実現します。

1つのルータが他のn個のルータに接続する上記と同じ例を使用した場合、送信元ルータには、
EWSの場合と同様に、サービス用ポートはn個ではなく1個のみ必要です。サービスは、ポー
ト間で提供する必要はなく、論理的疑似回線間でも提供できます。EVPLの場合、各回線は、
別のリモートロケーションで終端可能です。一方、EWSを使用した場合、すべてのフレーム
が 1つの回線にマッピングされます。したがって、1つの出力ポイントにマッピングされるこ
ととなります。
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図 2 : EVPLサービス多重化の例：1ポート（左）をすべての宛先（右）に対し使用可能

EVPLでは、フレームリレーと同様に、顧客のデバイスはサービスプロバイダーネットワーク
に接続されている単一の物理ポートを介して複数の接続にアクセスできます。EVPLで提供さ
れるサービスは、VLAN番号が、フレームリレーのデータリンク接続識別子（DLCI）と同様
の方法で、仮想回線識別子として使用される点において、フレームリレーと概念が類似してい

ると考えることができます。EWSとは異なり、EVPLはBPDUを転送しません。これは、IEEE
802.1Q（VLANタギング）がデフォルト VLANで BPDUだけを送信するためです。ハブアン
ドスポークネットワークでは、最大で 1つのスポークしか BPDUを受信しないため、ネット
ワークの残りの部分ではスパニングツリーは中断されます。したがって、EVPLは、BPDUを
一切送信せず、イーサネットスパニングツリーの代わりにルーティングプロトコルを実行し

ます。こうしたルーティングプロトコルは、カスタマーおよびプロバイダーに対し、より優れ

た柔軟性、トラフィック決定特性、および付加価値サービスを提供します。

イーサネット LANサービス

イーサネット LANサービス（E-LAN）は、マルチポイント接続モデルを提供する点において
EWSおよびERSと異なります。E-LANサービスの定義は、IETFマルチポイントレイヤ 2サー
ビスワーキンググループ内でまだ検討中ですので注意してください。E-LANはマルチポイント
モデルを使用しますが、1つの宛先へユニキャストパケットを転送できます。つまり、ポイン
トツーポイント接続をサポートします。エンドユーザには、ネットワークは、エンドツーエン

ド疑似回線リンクではなく、各カスタマーが独自の VLANまたはブロードキャストドメイン
を使用する巨大イーサネットスイッチのように見えます。

E-LANの例

E-LANは特定のポイントツーポイント疑似回線にインターフェイスまたは VLANをマッピン
グしません。代わりに、仮想イーサネットスイッチの動作を模倣します。つまり、E-LANは顧
客のMACアドレスを使用して、サービスプロバイダーのネットワーク内の適切な出力UNIに
フレームを転送します。E-LANは、イーサネットスイッチのサービス属性のエミュレートとイ
ンターフェイスアソシエーションのための送信元MACの学習、不明ブロードキャストおよび
マルチキャストフレームのフラッディング、およびサービスユーザのスパニングツリープロト

コルのモニタニング（オプション）を実行します。注意する1つの重要なポイントは、サービ
スプロバイダーは転送ネットワーク内でスパニングツリーを使用する場合があるにもかかわら

ず、サービスユーザのスパニングツリーとの相互動作がないことです。

このサービスは、L3ではなく L2で動作することを除き、MPLS VPNに動作が似ています。
VPLS E-LANは実行可能なソリューションですが、これのスケーラビリティと QoS制御は、
MPLS VPNのスケーラビリティと QoS制御に比べると低品質です。さらに、サービスプロバ
イダーが付加価値レイヤ3サービスを提供することは、はるかに困難であり、不可能な場合も
あります（これは本マニュアルで後述しています）。
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イーサネットフローポイント

イーサネットフローポイント（EFP）はメインインターフェイスのサブストリームパーティ
ションです。CiscoASR9000シリーズルータでは、EFPはカプセル化ステートメントによりL2
サブインターフェイスとして実装されます。

イーサネット仮想回線

イーサネット仮想回線（EVC）はポイントツーポイントトンネルです。CiscoASR9000シリー
ズルータでは、EVCは疑似回線（PW）として実装されます。

イーサネット OAMプロトコル

メトロエリアネットワーク（MAN）またはワイドエリアネットワーク（WAN）テクノロジー
としてのイーサネットでは、運用管理および保守（OAM）機能の実装によって大きな恩恵が
得られます。OAM機能により、サービスプロバイダーはMANやWANで接続の品質をモニ
タできます。サービスプロバイダーは、特定のイベントをモニタし、イベントに対しアクショ

ンを実行すること、および必要に応じて、トラブルシューティングのために特定のインター

フェイスをループバックモードにすることができます。リンクの片側または両側をモニタする

ようにイーサネット OAM機能を設定できます。

イーサネット OAMプロトコルの詳細については、『 Interface and Hardware Component
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』の「Configuring Ethernet Interfaces」の章
を参照してください。

イーサネットインターフェイスでのレイヤ 2 VPN
L2VPN接続は、IPまたはMPLS対応 IPネットワーク間の LANの動作をエミュレートするこ
とで、イーサネットデバイス間が共通の LANセグメントに接続した場合と同様に通信できる
ようになります。

L2VPNの機能によって、サービスプロバイダー（SP）は地理的に離れたカスタマーサイトに
もL2サービスを提供できるようになります。通常、SPはアクセスネットワークを使用して、
カスタマーをコアネットワークに接続します。このアクセスネットワークでは、イーサネッ

ト、フレームリレーなどの L2テクノロジーが併用される場合があります。カスタマーサイト
と近接したSPエッジルータ間の接続は、接続回線（AC）と呼ばれます。カスタマーからのト
ラフィックは、このリンク上で SPコアネットワークのエッジへ伝送されます。次に、SPコア
ネットワーク上の疑似接続のトンネルを介して、別のエッジルータへ伝送されます。このトラ

フィックはエッジルータによって別のACへと伝送され、そこからカスタマーのリモートサイ
トへ伝送されます。

L2VPNの機能によって、異なる種類のL2接続回線と疑似回線間の接続が可能になります。そ
の結果、ユーザはさまざまなエンドツーエンドサービスを実装できるようになります。

Cisco IOS XRソフトウェアは、2つのイーサネット回線が接続されている、ポイントツーポイ
ントおよびエンドツーエンドサービスをサポートしています。L2VPNイーサネットポートは、
次の 2つのモードのいずれかで動作します。
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•ポートモード：このモードでは、ポートに到達するすべてのパケットは、パケットに指定
されている VLANタグに関係なく、疑似回線上で送信されます。VLANモードでは、
l2transportコンフィギュレーションモードで設定が実行されます。

• VLANモード：CE（カスタマーエッジ）の各VLANまたは PE（プロバイダーエッジ）リ
ンクへのアクセスネットワークは個別のL2VPN接続として設定できます（VCタイプ 4ま
たは VCタイプ 5を使用します）。VLAN上で L2VPNを設定する方法については、この
マニュアルの「キャリアイーサネットモデル」の章を参照してください。VLANモードで
は、個別のサブインターフェイスで設定を実行します。

スイッチングは次の 3つの方法で実行できます。

• AC-to-PW：PEに到達したトラフィックは PW（疑似回線）を介してトンネリングされま
す（反対に、PWを介して到達したトラフィックは ACを介して送信されます）。これが
最も一般的なシナリオです。

•ローカルの切り替え：1つの AC上で到達するトラフィックは、疑似接続を介さずに別の
ACへ送出されます。

• PWの切り替え：PWに到達するトラフィックは ACへ送信されませんが、別の PW上で
コアに返信されます。

イーサネットインターフェイスで L2VPNを設定する場合、次の点に気を付けてください。

• L2VPNリンクはQoS（Quality of Service）およびMTU（最大伝送単位）の設定をサポート
しています。

•ネットワークの要件として、パケットを透過的に伝送することが必須の場合は、サービス
プロバイダー（SP）ネットワークのエッジにおいてパケットの宛先MAC（メディアアク
セスコントロール）アドレスを変更することが必要になる可能性があります。こうするこ

とで、SPネットワークのデバイスによるパケットの消費が回避されます。

ACと疑似回線の情報を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。

ギガビットイーサネットプロトコル規格の概要

ギガビットイーサネットインターフェイスは、次のプロトコル規格をサポートしています。

• IEEE 802.3物理イーサネットインフラストラクチャ
• IEEE 802.3ab 1000BASE-Tギガビットイーサネット
• IEEE 802.3z 1000 Mbpsギガビットイーサネット
• IEEE 802.3ae 10 Gbpsイーサネット

各規格の詳細については、このマニュアルで後述します。

IEEE 802.3物理イーサネットインフラストラクチャ

IEEE 802.3プロトコル規格では、接続するイーサネットの物理層とデータリンク層のMAC下
位層が定義されています。IEEE 802.3では、多様な物理メディアで、また多様な速度でキャリ
ア検知多重アクセス/衝突検出（CSMA/CD）アクセスを使用します。IEEE802.3規格は10Mbps
イーサネットに対応します。IEEE 802.3規格の拡張では、ギガビットイーサネット、10ギガ
ビットイーサネット、およびファストイーサネットの実装を規定しています。

キャリアイーサネットモデル

7

キャリアイーサネットモデル

ギガビットイーサネットプロトコル規格の概要



IEEE 802.3ab 1000BASE-Tギガビットイーサネット

IEEE802.3abプロトコル規格、つまり銅線上のギガビットイーサネット（別名1000BaseT）は、
既存のファストイーサネット規格の拡張です。この拡張は、すでに設置されているカテゴリ

5e/6ケーブル配線システム上のギガビットイーサネットの動作を規定しており、費用有効性の
高いソリューションを実現できます。結果として、ファストイーサネットを実行する銅線ベー

スの環境では既存のインフラストラクチャ上でギガビットイーサネットも実行できるため、要

求の厳しいアプリケーションでもネットワークのパフォーマンスが大幅に向上します。

IEEE 802.3z 1000 Mbpsギガビットイーサネット

ギガビットイーサネットはイーサネットプロトコルの上で構築されますが、速度はファスト

イーサネットの 10倍で、1000 Mbps（1 Gbps）に上がります。ギガビットイーサネットを使用
すると、デスクトップで 10Mbpsまたは 100Mbps、データセンターで最高 1000Mbpsまでイー
サネットを拡張できます。ギガビットイーサネットは IEEE 802.3zプロトコル規格に準拠しま
す。

ネットワーク管理者は、現在のイーサネット規格と、すでに設置されているイーサネットおよ

びファストイーサネットのスイッチおよびルータのベースを利用することで、ギガビットイー

サネットをサポートするために新しいテクノロジーのトレーニングや学習をし直す必要はなく

なります。

IEEE 802.3ae 10 Gbpsイーサネット

国際標準化組織の開放型システム間相互接続（OSI）モデルでは、イーサネットは基本的にL2
プロトコルです。10ギガビットイーサネットでは、IEEE 802.3イーサネットMACプロトコ
ル、IEEE 802.3イーサネットフレーム形式、およびIEEE 802.3の最小および最大フレームサイ
ズを使用します。10 Gbpsイーサネットは IEEE 802.3aeプロトコル規格に準拠します。

イーサネットモデルに忠実だった 1000BASE-Xと 1000BASE-T（ギガビットイーサネット）と
同様に、10ギガビットイーサネットも速度と距離の点でイーサネットが自然に発展した結果で
す。10ギガビットイーサネットは全二重方式でファイバのみのテクノロジーなので、低速で半
二重方式のイーサネットテクノロジーを定義するCSMA/CDプロトコルを使用した、通信事業
者に影響される多重アクセスは必要ありません。他のどの点でも、10ギガビットイーサネット
は元のイーサネットモデルに忠実です。

一般的なイーサネット規格

•イーサネット IIフレーム構成（別名 DIX）。
• IEEE802.3フレーム構成には、LLCおよびLLC/SNAPプロトコルフレーム形式も含まれま
す。

• IEEE 802.1dMACブリッジおよびスパニングツリー：この規格は、ブリッジング環境での
MACラーニングとMACエージングを指定します。また、元のスパニングツリープロト
コルを定義します。MSTPも IEEE 802.1sおよび IEEE 802.1qで定義されています。

• IEEE 802.1q VLANタギング：この規格は、VLANタギングを定義し、またスイッチ間の
従来の VLANトランキングも定義します。技術的には、QinQタギングおよびMSTPも定
義します。Cisco ASR 9000シリーズルータは ISLをサポートしません。

キャリアイーサネットモデル
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• IEEE 802.1adプロバイダーブリッジ：この規格は 802.1qのサブセットであり、多くの場合
802.1adと呼ばれます。Cisco ASR 9000シリーズルータは、規格全体には準拠していませ
んが、規格の機能の大部分がサポートされます。

MACアドレス
MACアドレスは、L2でインターフェイスを識別する一意の 6バイトアドレスです。

イーサネットMTU
イーサネットの最大伝送ユニット（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。これらの数値には、4バイトの FCSは含まれません。

イーサネットインターフェイスでのフロー制御

10ギガビットイーサネットインターフェイスでのフロー制御は、フロー制御ポーズフレーム
を定期的に送信する処理で構成されます。この処理は、標準の管理インターフェイスで使用さ

れる通常の全二重および半二重のフロー制御とは根本的に異なります。CiscoASR 9000シリー
ズルータでは、入力および出力の両方でフロー制御はデフォルトではオフになっています。

キャリアイーサネットモデル
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VRRP
仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP）によって、静的なデフォルトのルーティング環境に固有
の単一障害点が除外されます。VRRPは、仮想ルータの役割を LAN上の VPNコンセントレー
タの1つに動的に割り当てるという、選択プロトコルを規定します。仮想ルータに割り当てる
IPアドレスを制御する VRRP VPNコンセントレータはマスターと呼ばれ、送信されたパケッ
トをその IPアドレスに転送します。マスターが使用不可になると、バックアップ VPNコンセ
ントレータがマスターの役割を引き継ぎます。

VRRPの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Routers IP Addresses and Services Configuration
Guide』の「Implementing VRRP」の章を参照してください。

HSRP
Hot Standby Routing Protocol（HSRP）はシスコの独自プロトコルです。HSRPは障害の発生時
にルータのバックアップを用意するルーティングプロトコルです。複数のルータが同じセグメ

ントのイーサネット、FDDI、またはトークンリングネットワークに接続されて連携し、LAN
上にある単一の仮想ルータを表わします。これらのルータは同じ IPアドレスおよびMACアド
レスを共有するため、ルータのいずれかに障害が発生した場合でも、LAN上のホストはその
まま同じ IPアドレスおよびMACアドレスにパケットを転送できます。ルーティングの担当デ
バイスの切り替えは、ユーザには検知されません。

HSRPは、特定の状況で IPトラフィックを中断しないフェールオーバーをサポートし、ホスト
からは単一のルータを使用しているように見え、使用している第1ホップのルータに障害が発
生した場合でも接続を維持できるように設計されています。つまり、HSRPは、発信元のホス
トが第 1ホップのルータの IPアドレスを動的に取得できない場合でも、第 1ホップのルータ
の障害に対処できます。複数のルータがHSRPに参加し、連携して単一の仮想ルータであるよ
うに見せます。HSRPによって、確実に単一のルータが仮想ルータの代わりにパケットを転送
します。エンドホストがそのパケットを仮想ルータに転送します。

パケットを転送するルータは、アクティブルータと呼ばれます。アクティブルータに障害が発

生した場合、代わりになるスタンバイルータが選択されます。HSRPには、参加するルータの
IPアドレスを使用して、アクティブルータとスタンバイルータを決定するメカニズムがありま
す。アクティブルータに障害が発生した場合、スタンバイルータが引き継ぐことができます。

ホストの接続が長く切断することはありません。

HSRPはユーザデータグラムプロトコル（UDP）上で実行され、ポート番号 1985を使用しま
す。ルータは、プロトコルパケットの発信元アドレスとして仮想アドレスではなく実際の IP
アドレスを使用するため、HSRPルータは相互を識別できます。

HSRPの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Routers IP Addresses and Services Configuration
Guide』の「Implementing HSRP」の章を参照してください。

イーサネットインターフェイスのリンクのオートネゴシエーション

リンクのオートネゴシエーションによって、リンクセグメントを共有するデバイスは、最高の

パフォーマンスモードの相互運用で自動的に設定されます。イーサネットインターフェイスで
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リンクのオートネゴシエーションをイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードで negotiation autoコマンドを使用します。ラインカードのイーサネットイ
ンターフェイスで、リンクのオートネゴシエーションはデフォルトでディセーブルです。

negotiationautoコマンドは、ギガビットイーサネットインターフェイスだけで使用できます。（注）

イーサネットフローポイントとは

イーサネットフローポイント（EFP）とは、物理またはバンドルインターフェイスにおいて、
トラフィックの分類に使用されるレイヤ 2の論理サブインターフェイスです。

物理インターフェイスは、ギガビットイーサネット 0/0/0/1または 10ギガビットイーサネット
0/0/0/0インターフェイスの場合があり、ラインカードのポートがあります。バンドルインター
フェイスは、物理インターフェイスをグループ化することにより作成される仮想インターフェ

イスです。

たとえば、ギガビットイーサネット 0/0/0/1、10ギガビットイーサネット 0/0/0/0などの物理イ
ンターフェイスは、バンドルインターフェイスのメンバーとして設定できます。

物理インターフェイスをグループ化すると、以下が可能になります。

•ルーティングエントリの削減

•バンドルインターフェイスの帯域幅の増加
•バンドルメンバー間でのトラフィックのバランシング

EFPの特徴は、次のとおりです。

• EFPは、インターフェイスで Ethernet Virtual Connection（EVC;イーサネット仮想コネク
ション）の論理的な境界ポイントを表します。2つ以上の UNIを関連付ける EVCでは、
EVCが通過するすべてのデバイスの各インターフェイスにフローポイントがあります。

• EFPは、特定のサービスのインスタンス化と見なすことができます。EFPは、一連のフィ
ルタによって定義されます。これらのフィルタは、特定のEFPに属するフレームを分類す
るために、すべての入力トラフィックに適用されます。EFPフィルタは一連のエントリで
あり、各エントリはパケットの先頭部分に類似しています（送信元/宛先MACアドレスは
無視します）。各エントリには、通常、0、1、または 2つの VLANタグが含まれます。
パケットが、フィルタのエントリと同じタグで始まる場合、そのパケットはフィルタに一

致することになります。パケットの先頭部分がフィルタのエントリに対応しない場合、パ

ケットはフィルタに一致しません。

• EFPは次の 4つの役割を果たします。

•特定のインターフェイスで特定のフローに属するすべてのフレームを識別します。
•入力および出力イーサネットヘッダー処理を実行します。
•識別されたフレームに機能を追加します。
•オプションで、データパスでのフレームの転送方法を定義します。

キャリアイーサネットモデル
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ルータの各種インターフェイスにEFPが設定されている場合、トラフィックフローに対しさま
ざまな操作を実行できます。また、ルータの 1つまたは複数の入力EFPから 1つまたは複数の
出力EFPに対しさまざまな方法でトラフィックをブリッジングまたはトンネリングできます。
このトラフィックでは、VLANID、シングルまたはダブル（QinQ）カプセル化、およびEthertype
が併用されます。

図 3 : EFPモデル

入力のどのトラフィックをそのEFPに向けるか指定するために、EFPのサブインターフェイス
を設定します。これは、入力で照合する VLAN、VLANの範囲、または QinQタギングを指定
することで行います。入力のすべてのトラフィックは、各EFPの一致条件と比較され、一致し
た場合には、その EFPによって処理されます。EFPによって実行される処理では、VLAN ID
を変更すること、VLANタグを追加または削除することや、Ethertypeを変更することができま
す。

バンドルインターフェイスでの EFPのスケーラビリティの改善

次の 2通りの方法でバンドルインターフェイスの EFPのスケーラビリティを改善できます。

•シャーシあたりの EFPの数を 32000から 64000に増やします。

•単一ノードポイントで、ラインカードあたりのEFPの数を、物理インターフェイススケー
リングと同じスケールに増やします。

次に、ラインカードあたりの EFPのスケーラビリティを改善する例を示します。

バンドルインターフェイススケーリングが4000、物理インターフェイススケーリングが16000
の Bモジュールラインカードタイプ 1があるとします。Bモジュールの EFPのスケーラビリ
ティは、バンドルあたり 4000 EFPのバンドルを 3つ追加することで改善されます。

バンドルインターフェイスに追加できる EFPの最大数は 4000です。（注）

ラインカードあたりの EFPの数は、16000またはそれぞれ 4000 EFPの 4つのバンドルに現在
拡張されています。

キャリアイーサネットモデル
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EFP CLIの概要

Cisco IOS XRは、EFPおよび EVC設定のための構造化 CLIを実装しています。EFPを設定す
るために、通常、次のコマンドが使用されます。

• l2transportコマンド：このコマンドは、サブインターフェイス（または物理ポート、バン
ドルポートの親インターフェイス）を EFPとして指定します。

• encapsulationコマンド：このコマンドは、一致基準を指定するために使用されます。

• rewriteコマンド：このコマンドは、VLANタグの書き換え条件を指定するために使用さ
れます。

EFP出力フィルタリング
EFP出力フィルタリング機能は、EFP出力トラフィックをフィルタリングする方法を提供し、
指定するすべての EFPの出力トラフィックが入力一致条件に準拠するようにします。

入力 EFPは出力 EFPに似ています。ルータは、EFPの入力一致条件に一致するトラフィック
を、そのEFPのトラフィックとして送信するように設定されます。これが実行されないように
ルータを設定することができます。不一致の出力EFPトラフィックがルータを出ることを防ぐ
ための予防手段はありません。

Cisco ASR 9000シリーズルータでは、同じブリッジドメイン内の異なるポートで異なるVLAN
を使用できます。これにより、ブリッジは、パケットの VLANタグが設定されていないポー
トからパケットを転送できます。EFP出力フィルタリングは、これを確認し、出力ポートで無
効なパケットを廃棄します。

EFPのフレームの識別

EFPは、イーサネットカプセル化に関係なく、指定ポートで特定フローに属するフレームを識
別します。EFPは、フレームヘッダー内のフィールドに基づいてフローまたはEFPに柔軟にフ
レームをマッピングできます。

以下を使用して、フレームと EFPを照合できます。

• VLANタグ

• MACアドレス（送信元アドレス、宛先アドレス、または両方）

• 802.1p CoSビット

•上の複数の項目の論理的な組み合わせ：VLAN、MACおよび CoS

•デフォルトの一致（つまり、特定の EFPに一致しない他のトラフィック）

•プロトコル Ethertype

次の項目を使用して、フレームと EFPを照合することはできません。

キャリアイーサネットモデル
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•以下のような、最も外側のイーサネットフレームヘッダーおよび関連するタグの外部の
情報

• IPv4、IPv6、またはMPLSのタグヘッダーのデータ

• C-DMAC、C-SMAC、または C-VLAN

•上の有効なフレーム一致の論理和：VLAN、MAC、および CoS

特定の一致条件について、以降の各項で詳しく説明します。

VLANタグの一致

次の表では、さまざまなカプセル化タイプとそれぞれに対応するEFP識別子について説明しま
す。

EFP識別子カプセル化タイプ

encapsulationコマンドで untaggedキーワード
を使用する、入力物理インターフェイスまた

はサブインターフェイスの静的設定。タグな

しサブインターフェイスは 1つのみ使用でき
ます。タグなしサブインターフェイスが作成

されると、トラフィックは、メインインター

フェイスではなく、このインターフェイスに

送られます。

タグなし

プライオリティタグ付きフレームは、VLAN
IDがゼロの、単一 802.1Q VLANヘッダーを
持つフレームとして定義されます。

プライオリティタグ付きイーサネットフレー

ム

Cisco ASR 9000シリーズルータはネイティブ
VLANをサポートしていません。

使用するコマンド

encapsulation dot1q <vlan-id>, untagged

ネイティブ VLAN

802.1Qカスタマータグ付きイーサネットフレー
ム

単一タグ付きフレーム

802.1Q（ethertype0x8100）二重タグ付きフレー
ム

802.1ad二重タグ付きフレーム

レガシー 0x9100および 0x9200二重タグ付き
フレーム

二重タグ付きフレーム

キャリアイーサネットモデル
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EFP識別子カプセル化タイプ

最大一致のワイルドカードが設定されたEFP。
目的は、同じ物理インターフェイスで他のEFP
に一致しないトラフィックを受信することで

す。

デフォルトのタギング

特定の EFPにマッピングするフレームを定義するときに、ワイルドカードおよび VLANの範
囲を使用できます。EFPは、単一のVLANタグ、VLANタグの範囲、VLANタグのスタック、
または両方の組み合わせ（VLANスタックとワイルドカード）に基づいてフローを区別できま
す。EFPは、EFPモデル、カプセル化非依存にする柔軟性を提供しています。また、新しいタ
ギングまたはトンネリング方式を追加することで、EFPを拡張できるようになっています。

MACアドレスの一致

送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、または両方を照合できます。いずれの場合も、
MACアドレスは完全に一致する必要があります。ワイルドカード一致または部分一致では不
十分な場合があります。

802.1p CoSビットの一致

1つ以上の精確な CoS一致が指定されます。CoSは 3ビットのみであるため、8種類の選択に
制限されます。

論理結合

上記の一致基準はすべて、個別の条件すべてを満たすフレームを選択的に組み合わせることが

できます。

デフォルトの一致

特定のEFPに一致していない他のすべてのトラフィックと一致する単一EFPを定義できます。

照合順序と設定の検証

照合に使用する EFPの順序を決定できる、重複 EFPを設定できます。ただし、他の EFPまた
は親トランクインターフェイスのサブインターフェイスと競合する EFPは、設定の検証でブ
ロックする必要があります。

優先順位は、ハードウェアでのEFP照合の適用方法に対し使用されます。このモデルは、あい
まいな一致の前に、より精度の高い一致を処理するためのモデルです。

出力の動作

EFP一致基準は出力でも使用でき、プラットフォームサポートに基づいて、EFPから出力でき
るフレームをポリシングできます。条件（送信元/宛先MAC一致基準は入れ替わります）に一
致しないフレームはドロップされます。

キャリアイーサネットモデル
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機能の適用

フレームが特定の EFPに一致した後、適切な機能を適用できます。このコンテキストでは、
「機能」とは、設定や QoS、ACLなどによって指定されたフレーム操作を意味します。イー
サネットインフラストラクチャは、機能オーナーが EFPに機能を適用できるように適切なイ
ンターフェイスを提供しています。そのため、EFPを表すために IMインターフェイスハンド
ルが使用され、これにより機能オーナーは、通常のインターフェイスまたはサブインターフェ

イスで機能が管理されるのと同じ方法で、EFPで機能を管理できます。

イーサネットインフラストラクチャの一部であるEFPで適用できる唯一のL2機能は、L2ヘッ
ダーのカプセル化の変更です。この L2機能については、次の項で説明します。

カプセル化の変更

EFPは、入力と出力の両方で、次の L2ヘッダーのカプセル化の変更をサポートしています。

• 1つまたは 2つの VLANタグのプッシュ処理

• 1つまたは 2つの VLANタグのポップ処理

この変更では、EFPに部分一致するタグのポップ処理のみ実行できます。（注）

• 1つまたは 2つの VLANタグの書き換え

•外部タグの書き換え
• 2つの外部タグの書き換え
•外部タグの書き換え、および追加タグのプッシュ処理
•外部タグの削除、および内部タグの書き換え

各 VLAN ID操作に対して、以下を指定できます。

• VLANタグタイプ、つまり、C-VLAN、S-VLAN、または I-TAG。802.1Q C-VLANタグの
Ethertypeは、dot1q tunneling typeコマンドで定義されます。

• VLAN ID。0は、プライオリティタグ付きフレームを生成するために、外部VLANタグに
対し指定できます。

タグの書き換えでは、以前のタグの CoSビットを、802.1adカプセル化フレームの DEIビット
と同じ方法で維持する必要があります。

（注）

データ転送動作の定義

データパスで転送される特定のイーサネットフローに属するフレームを指定するために、EFP
を使用できます。次の転送ケースが、Cisco IOSXRソフトウェアでのEFPに対しサポートされ
ます。

キャリアイーサネットモデル
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• L2スイッチドサービス（ブリッジング）：EFPはブリッジドメインにマッピングされ、
そこでフレームは宛先MACアドレスに基づいてスイッチングされます。これには、マル
チポイントサービスが含まれます。

•イーサネットとイーサネットのブリッジング
•マルチポイントレイヤ 2サービス

• L2スイッチドサービス（ACとACのxconnect）：これは、静的に確立されるポイントツー
ポイントL2アソシエーションに対応し、MACアドレスルックアップを必要としません。

•イーサネットとイーサネットのローカルスイッチング：EFPは同じポートまたは別の
ポートのS-VLANにマッピングされます。S-VLANは同一にすること、または別にす
ることができます。

•トンネル型サービス（xconnect）：EFPはレイヤ 3トンネルにマッピングされます。これ
は、ポイントツーポイントサービスのみに対応します。

• Ethernet over MPLS（EoMPLS）
• L2TPv3

• L2終端サービス（レイヤ 3サービスへのイーサネットアクセス）：EFPは、グローバル
アドレスを持つ IPインターフェイス、またはVRFに属する IPインターフェイスにマッピ
ングされます（IPおよびMPLSレイヤ 3 VPNの両方が含まれます）。

802.1Q VLAN
VLANとは、実際は異なる LANセグメント上のデバイスでも、同じセグメントで接続してい
る場合と同様に通信できるように設定された、1つまたは複数の LAN上にあるデバイスのグ
ループです。VLANは、物理接続ではなく論理接続に基づいているため、ユーザ管理、ホスト
管理、帯域割り当て、およびリソースの最適化がとても柔軟です。

IEEEの 802.1Qプロトコル規格では、ブロードキャストおよびマルチキャストのトラフィック
が必要以上の帯域を消費しないように、大規模なネットワークを小規模なパーツに分割するこ

とで問題に対処しています。また、内部ネットワークのセグメント間に、より高レベルのセ

キュリティを実現できます。

802.1Q仕様は、イーサネットフレームに VLANメンバーシップ情報を挿入する標準方式を確
立します。

Cisco IOS XRソフトウェアは、ギガビットイーサネットおよび 10ギガビットイーサネットイ
ンターフェイスでの VLANサブインターフェイスの設定をサポートしています。

802.1Qタグ付きフレーム

IEEE 802.1Qタグベースの VLANは、MACヘッダーの特別なタグを使用し、ブリッジでのフ
レームの VLANメンバーシップを識別できます。このタグは、VLANおよび Quality of Service
（QoS）のプライオリティの識別に使用されます。VLANは、手動での入力によってスタティッ
クに作成することも、Generic Attribute Registration Protocol（GARP）VLAN Registrationプロト
コル（GVRP）を介してダイナミックに作成することもできます。VLANIDは、フレームを特
定の VLANに関連付けて、スイッチがネットワークでフレームを処理する必要があるという
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情報を提供します。タグ付きフレームは、タグなしフレームよりも4バイト長く、イーサネッ
トフレームの Typeおよび Lengthフィールドにある 2バイトの Tag Protocol Identifier（TPID）
フィールドと、イーサネットフレームの Source Addressフィールドの後ろから始まる 2バイト
の Tag Control Information（TCI）が含まれます。

サブインターフェイス

サブインターフェイスは、ハードウェアインターフェイス上に作成される論理インターフェイ

スです。これらのソフトウェア定義のインターフェイスにより、単一のハードウェアインター

フェイス上でトラフィックを論理チャネルに分割することができ、また、物理インターフェイ

ス上で帯域幅を効率的に利用することができます。

サブインターフェイスは、インターフェイス名の末尾に拡張を追加することで、他のインター

フェイスと区別されます。たとえば、物理インターフェイスTenGigE0/1/0/0上のイーサネット
サブインターフェイス 23は、TenGigE 0/1/0/0.23となります。

サブインターフェイスがトラフィックを渡すことができるようにするには、有効なタグ付きプ

ロトコルのカプセル化と VLAN識別子の割り当てが必要です。すべてのイーサネットサブイ
ンターフェイスは常に、デフォルトで 802.1Q VLANでカプセル化されます。ただし、VLAN
識別子は明示的に定義する必要があります。

サブインターフェイスMTU

サブインターフェイスの最大伝送ユニット（MTU）は、物理インターフェイスから継承されま
す。これには、802.1Q VLANタグに許可されている追加の 4バイトも含まれます。

イーサネットバンドルでの VLANサブインターフェイス

イーサネットバンドルは、1つ以上のイーサネットポートのグループを集約し、1つのリンク
として扱うようにしたものです。単一のイーサネットバンドルに複数の VLANサブインター
フェイスを追加できます。

イーサネットバンドルの設定方法については、このマニュアルの「リンクバンドルの設定」の

章を参照してください。イーサネットバンドルに VLANサブインターフェイスを作成する手
順は、物理イーサネットインターフェイスに VLANサブインターフェイスを作成する手順と
まったく同じです。

イーサネットバンドルに VLANサブインターフェイスを作成する場合は、このマニュアルで
後述する「802.1Q VLANインターフェイスの設定」セクションを参照してください。

VLANでのレイヤ 2 VPN

レイヤ2VPN（L2VPN）機能によって、サービスプロバイダー（SP）は地理的に離れた顧客サ
イトにも L2サービスを提供できるようになります。詳細は、キャリアイーサネットモデル（
1ページ）の章の「イーサネットインターフェイスでのレイヤ 2 VPN」の項を参照してくだ
さい。

VLAN接続回線（AC）を設定するための設定モデルは、基本の VLANの設定に使用するモデ
ルに類似しています。ユーザはまずVLANサブインターフェイスを作成し、次にサブインター
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フェイスコンフィギュレーションモードで VLANを設定します。接続回路を作成するには、
interfaceコマンド文字列に l2transportキーワードを含めて、そのインターフェイスが L2イン
ターフェイスであることを指定する必要があります。

VLAN ACは、L2VPN操作の 3つのモードをサポートします。

•基本の Dot1Q接続回線：この接続回線は、特定の VLANタグで送受信されるすべてのフ
レームに対応します。

• QinQ接続回線：この接続回線は、特定の外部VLANタグおよび特定の内部VLANタグで
送受信されるすべてのフレームに対応します。QinQは、2つのタグのスタックを使用する
Dot1Qの拡張です。

• Q-in-Any接続回線：この接続回線は、内部VLANタグが L3終端でない限り、特定の外部
VLANタグおよび任意の内部VLANタグで送受信されるすべてのフレームに対応します。
Q-in-Anyは、ワイルドカード化を使用して任意の 2番目のタグに一致させる QinQの拡張
です。

Q-in-Anyモードは、基本のDot1Qモードを変化させたものです。
Q-in-Anyモードではフレームは基本の QinQカプセル化が行われ
ていますが、Q-in-Anyモードでは内部タグは無関係です。ただ
し、いくつかの特定の内部VLANタグが特定のサービス用に使用
される場合を除きます。たとえば、一般的なインターネットアク

セスに L3サービスを提供するために、あるタグが使用されるこ
とがあります。

（注）

CE-to-PEリンクの各VLANは、（VCタイプ4またはVCタイプ5を使用する）独立したL2VPN
接続として設定できます。

VLANに L2VPNを設定する場合は、次の事項に注意する必要があります。

• Cisco IOS XRソフトウェアは、ラインカードごとに最大 4000の接続回線をサポートして
います。

•ポイントツーポイント接続では、2つの接続回線を同じタイプにするべきではありません。
たとえば、ポートモードのイーサネット接続回線はDot1Qイーサネット接続回線に接続で
きます。

•疑似回線は、VLANモードまたはポートモードで実行できます。VLANモードで実行され
る疑似接続に単一のDot1Qタグを設定することができますが、ポートモードで実行される
疑似接続にタグを設定することはできません。これらの異なるタイプの回路を接続するに

は、インターワーキングが必要です。この場合のインターワーキングは、タグのポップ、

プッシュ、書き換えの形を取ります。L2VPNを使用するメリットは、まったく異なるタ
イプのメディアを接続するのに必要なインターワーキングを簡素化できることにありま

す。

• MPLS疑似回線の両側にある接続回線は異なるタイプでもかまいません。この場合、接続
回線の一方または両方のエンドで、疑似回線を行うための適切な変換が行われます。
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接続回線と疑似回線の情報を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。

show interfacesコマンドの詳細については、『 Interface and Hardware Component Configuration
Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

（注）

イーサネットインターフェイスでのレイヤ 2機能の設定
方法

インターフェイスの設定の詳細については、『 Interface and Hardware Component Configuration
Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

（注）

ギガビットイーサネットおよび10ギガビットイーサネットのデフォル
ト設定値

次の表は、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のモジュラサービスカー
ドおよび PCの脅威対策 PLIMでインターフェイスをイネーブルにしたときに表示される、デ
フォルトのインターフェイス設定パラメータを示します。

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。ルータにモジュラサービスカード
を初めて挿入したときに、プリコンフィギュレーションが行われていない場合、設定マネー

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）

表 1 :ギガビットイーサネットおよび 10ギガビットイーサネットモジュラサービスカードのデフォルト設定値

制約事項デフォルト値設定ファイルのエン

トリ

パラメータ

なし出力オン、入力オフflow-controlフロー制御
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制約事項デフォルト値設定ファイルのエン

トリ

パラメータ

なし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（QinQ
フレーム）

mtuMTU

L3のみハードウェアバーン

ドインアドレス

（BIA2）

mac addressMACアドレス

L2サブインターフェイスに
はL3メイン親インターフェ
イスが必要です。

off/L3l2transportL2ポート

なしoffEthernet egress-filter出力フィルタリング

物理メインインターフェイ

スのみ

offnegotiationリンクネゴシエー

ション

メインインターフェイスの

みで設定されます。サブイ

ンターフェイスのみに適用

されます。

0X8100tunneling ethertypeTunneling Ethertype

encapsulationコマンドはサ
ブインターフェイスのみ

メインインターフェ

イスではすべてのフ

レーム。サブイン

ターフェイスでは指

定されたフレームの

み

encapsulationVLANタグの一致

1. 制約事項は L2メインインターフェイス、L2サブインターフェイス、L3メインインター
フェイス、インターフレックス L2インターフェイスなどに適用されます。

2. 組み込みのアドレス

イーサネットインターフェイスの設定

イーサネットインターフェイスの設定については、『 Interface and Hardware Component
Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。
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10ギガビットイーサネットインターフェイスの設定

イーサネットインターフェイスを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure interface TenGigE [ instance ]
2. l2transport
3. mtu bytes
4. no shutdown
5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure interface TenGigE [ instance ]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
RP/0/RSP0/cpu 0: router# interface TenGigE 0/0/0/1

10ギガビット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。

ステップ 2 l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# l2transport

ポートでレイヤ 2トランスポートモードをイネーブルにし、レイヤ 2トランスポートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 3 mtu bytes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if-l2)# mtu 1448

ブリッジドメインの最大パケットサイズまたは最大伝送ユニット（MTU）サイズを調整します。

•バイト単位でMTUサイズを指定するには、bytes引数を使用します。範囲は 64～ 65535です。

ステップ 4 no shutdown

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if-l2)# no shutdown
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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 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ギガビットイーサネットインターフェイスの設定

基本的な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
するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. ipv4 address ip-address mask
4. flow-control { bidirectional | egress | ingress }
5. mtu bytes
6. mac-address value1.value2.value3
7. negotiation auto（ギガビットイーサネットインターフェイスでのみ）
8. no shutdown
9. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
10. show interfaces [ GigabitEthernet | TenGigE ] instance

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: 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 2 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
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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。

ステップ 3 ipv4 address ip-address mask

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: 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 4 flow-control { bidirectional | egress | ingress }

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# flow control ingress

（任意）フロー制御のポーズフレームの送信および処理をイネーブルにします。

• egress：出力でフロー制御の一時停止フレームの送信を有効にします。

• ingress：入力で受信した一時停止フレームの処理を有効にします。

• bidirectional：出力でフロー制御の一時停止フレームの送信を有効にし、入力で受信した一時停止フ
レームの処理を有効にします。

ステップ 5 mtu bytes

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: 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。

•ギガビットイーサネットおよび 10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。
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ステップ 6 mac-address value1.value2.value3

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: 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 7 negotiation auto（ギガビットイーサネットインターフェイスでのみ）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# negotiation auto

（任意）ギガビットイーサネットインターフェイスのオートネゴシエーションをイネーブルにします。

•オートネゴシエーションは接続の両エンドで明示的にイネーブルにするか、接続の両エンドで速度
とデュプレックス設定を手動設定する必要があります。

•オートネゴシエーションがイネーブルの場合、手動で設定した速度またはデュプレックスモードの
設定の方が優先されます。

negotiationautoコマンドは、ギガビットイーサネットインターフェイスだけで使用できます。（注）

ステップ 8 no shutdown

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: 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 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 10 show interfaces [ GigabitEthernet | TenGigE ] instance

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router #show interfaces TenGigE 0/3/0/0
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（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。

次の作業

•イーサネットインターフェイスで 802.1Q VLANサブインターフェイスを設定する方法に
ついては、このマニュアルで後述する「キャリアイーサネットモデル」の章を参照してく

ださい。

• L2VPN実装のイーサネットポートで ACを設定する方法については、この章で後述する
「イーサネットポートでの接続回路の設定」を参照してください。

イーサネットポートでの接続回路の設定

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ポートで接続回路を設定するに
は、次の手順を実行します。接続回線設定の詳細については、『 Interface and Hardware
Component Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series Routers』を参照してください。

この手順の各操作では、EFPモードで操作する L2VPNイーサネットポートを設定します。（注）

手順の概要

1. configure
2. interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface l2transport
3. encapsulation dot1q vlan-id
4. interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface l2transport
5. encapsulation dot1q vlan-id
6. l2vpn
7. bridge group bridge-group-name
8. bridge-domain domain-name
9. interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface
10. interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface
11. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
12. show run interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# configure
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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 interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet0/5/0/0.20
l2transport

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開始し、インターフェイスタイプ、ロケーショ

ン、サブインターフェイス番号を指定します。

• instance引数を次のインスタンスのいずれかに置換します。

•物理イーサネットインターフェイスインスタンスまたはイーサネットバンドルインスタンス。
名前表記は rack/slot/module/portです。値の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

•イーサネットバンドルインスタンス。範囲は 1～ 65535です。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は 0～ 4095です。

•名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピリオドで区切る必要があり
ます。

ステップ 3 encapsulation dot1q vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)#encapsulation dot1q 50

一致する VLAN IDおよび EtherTypeをインターフェイスに割り当てます。

ステップ 4 interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet0/5/0/0.20
l2transport

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開始し、インターフェイスタイプ、ロケーショ

ン、サブインターフェイス番号を指定します。

• instance引数を次のインスタンスのいずれかに置換します。

•物理イーサネットインターフェイスインスタンスまたはイーサネットバンドルインスタンス。
名前表記は rack/slot/module/portです。値の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

•イーサネットバンドルインスタンス。範囲は 1～ 65535です。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は 0～ 4095です。

•名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピリオドで区切る必要があり
ます。
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ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# encapsulation dot1q 50

一致する VLAN IDおよび EtherTypeをインターフェイスに割り当てます。

ステップ 6 l2vpn

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# 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 7 bridge group bridge-group-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn)# bridge group ce-doc-examples

名前付きブリッジグループのコンフィギュレーションモードを開始します。このコマンドは、新しいブ

リッジグループを作成するか、既存のブリッジグループを変更します（ブリッジグループが存在する場

合）。ブリッジグループは、ブリッジドメインを整理します。

ステップ 8 bridge-domain domain-name

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg)# bridge-
domain ac-example

名前付きブリッジドメインのコンフィギュレーションモードを開始します。このコマンドは、新しいブ

リッジドメインを作成するか、既存のブリッジドメインを変更します（ブリッジドメインが存在する場

合）。

ステップ 9 interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-l2vpn-bg-bd)# interface GigabitEthernet0/5/0/0.20

ブリッジドメインにインターフェイスを追加し、パケットの転送と、同じブリッジドメイン内の他のイ

ンターフェイスからのパケットの受信を可能にします。これで、インターフェイス EFPは、このブリッ
ジドメイン上の接続回線になります。

ステップ 10 interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface

例：
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# interface GigabitEthernet0/5/0/1.15

ブリッジドメインにインターフェイスを追加し、パケットの転送と、同じブリッジドメイン内の他のイ

ンターフェイスからのパケットの受信を可能にします。これで、インターフェイス EFPは、このブリッ
ジドメイン上の接続回線になります。

ステップ 11 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 12 show run interface [GigabitEthernet | TenGigE] instance.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show run interface GigabitEthernet0/5/0/1.15

（任意）ルータのサブインターフェイスの統計情報を表示します。

EFP出力フィルタリングの設定
ここでは、CiscoASR9000シリーズルータでEFP出力フィルタリング機能を設定する手順につ
いて説明します。

EFP出力フィルタリングは L2サブインターフェイス固有の機能で、出力方向でサブインター
フェイスカプセル化フィルタリングがどのように実行されるかを厳密に制御します。EFPの動
作とモデルに従い、サブインターフェイスから送信されるすべてのパケットは、同じパケット

がサブインターフェイスで受信される場合には、サブインターフェイスのカプセル化または書

き換えの条件に一致する必要があります（送信元MACアドレスと宛先MACアドレスは交換
されます）。

EFP出力フィルタリングには 2つの段階があります。第 1段階では rewriteコマンドは使用さ
れず、第 2段階では rewriteコマンドが使用されます。

第1段階のフィルタリングでは、パケットはカプセル化と照合され、一致するかどうか確認さ
れます。これは、パケットをその EFPに転送するかどうか判別するために入力でパケットを
チェックするのと同じ方法です。

第2段階のフィルタリングでは、出力の書き換え前の状態のパケットが正しいことを確認する
ために、出力の書き換えが実行される前にパケットがチェックされます。これは、出力パケッ

トの VLANカプセル化が、入力書き換え後の仮想の入力パケットと同一である必要があるこ
とを意味します。
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書き換えと EFP出力フィルタリングの両方がインターフェイスに設定されており、EFP出力
フィルタリングが原因で、出力トラフィックが予期せずにドロップされる場合、ユーザはド

ロップがどの段階で発生するか最初に確認する必要があります。

出力ドロップカウンタにより、そのインターフェイスの「show interface」表示で、出力 EFP
フィルタリングが原因で発生したドロップが表示されます。出力ドロップカウンタは、複数の

原因によるドロップの合計であり、EFP出力フィルタリングが必ずしも原因ではありません。

（注）

ethernet egress-filterコマンドを使用することで、グローバルまたは L2サブインターフェイス
モードで出力 EFPフィルタリングを設定できます。

• ethernet egress-filter strictは、グローバルコンフィギュレーションモードで出力EFPフィ
ルタリングを設定します。

• ethernet egress-filter {strict | disabled}は、L2サブインターフェイスモードで出力 EFPフィ
ルタリングを設定します。

手順の概要

1. configure
2. ethernet egress-filter strict
3. interface {GigabitEthernet | TenGigE | FastEthernet | Bundle-Ether} instance.subinterface
4. ethernet egress-filter {strict | disabled}
5. exit

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010# config Thu Jun 4 07:50:02.660 PST
RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config)#

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 ethernet egress-filter strict

例：

RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config)# ethernet egress-filter strict

デバイス上のすべてのサブインターフェイスに対して厳密な出力フィルタリングをデフォルトでイネーブ

ルにします。

ステップ 3 interface {GigabitEthernet | TenGigE | FastEthernet | Bundle-Ether} instance.subinterface
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例：

RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config)# interface GigabitEthernet 0/1/0/1.1
RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config-subif)#

L2サブインターフェイスを作成します。

ステップ 4 ethernet egress-filter {strict | disabled}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config-subif)# ethernet egress-filter strict

L2サブインターフェイスに対し出力フィルタリングを明示的にイネーブルまたはディセーブルにすること
ができます。また、グローバル設定を上書きするために使用できます。

ステップ 5 exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:PE44_ASR-9010(config)# exit

コンフィギュレーションモードを終了します。

802.1Q VLANインターフェイスの設定

802.1Q VLANサブインターフェイスの設定

ここでは、802.1QVLANサブインターフェイスの設定手順について説明します。これらのサブ
インターフェイスを削除するには、この章の「802.1QVLANサブインターフェイスの削除」セ
クションを参照してください。

手順の概要

1. configure
2. interface {GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether} instance.subinterface
3. l2transport
4. encapsulation dot1q vlan-id
5. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
6. show ethernet trunk bundle-ether instance

手順の詳細

ステップ 1 configure
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例：

RP/0/RSP0/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 {GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether} instance.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.10

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開始し、インターフェイスタイプ、ロケーショ

ン、サブインターフェイス番号を指定します。

• instance引数を次のインスタンスのいずれかに置換します。

•物理イーサネットインターフェイスインスタンスまたはイーサネットバンドルインスタンス。
名前表記は rack/slot/module/portです。値の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

•イーサネットバンドルインスタンス。範囲は 1～ 65535です。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は 0～ 4095です。

•名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピリオドで区切る必要がありま
す。

ステップ 3 l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# l2transport

ポートでレイヤ 2トランスポートモードをイネーブルにし、レイヤ 2トランスポートコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ステップ 4 encapsulation dot1q vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif-l2)# encapsulation dot1q 100

VLAN接続回線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～ 4094です（0と 4095は予約され
ています）。基本の Dot1Q接続回線を設定するには、次の構文を使用します。

encapsulation dot1q vlan-id

• QinQ接続回線を設定するには、次の構文を使用します。

encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id
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次は、各種の encapsulationコマンドです。（注）

• encapsulation dot1q 100

• encapsulation dot1q 100 second-dot1q 101

• encapsulation dot1ad 200 dot1q 201

ステップ 5 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 6 show ethernet trunk bundle-ether instance

例：

RP/0/RSP0/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。

ネイティブ VLANの設定

ここでは、インターフェイスにネイティブ VLANを設定する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. interface [GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether] instance.subinterface l2transport
3. encapsulation [ dot1q vlan-id, untagged]
4. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/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。
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ステップ 2 interface [GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether] instance.subinterface l2transport

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# interface GigabitEthernet 0/2/0/4.2 l2transport

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開始し、インターフェイスタイプ、ロケーショ

ン、サブインターフェイス番号を指定します。

• instance引数を次のインスタンスのいずれかに置換します。

•物理イーサネットインターフェイスインスタンスまたはイーサネットバンドルインスタンス。
名前表記は rack/slot/module/portで、値の間のスラッシュは表記の一部として必要です。

•イーサネットバンドルインスタンス。範囲は 1～ 65535です。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は 0～ 4095です。

•名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピリオドで区切る必要がありま
す。

コマンド文字列に l2transportキーワードを含める必要があります。そうしないと、接続回線では
なく、レイヤ 3サブインターフェイスが作成されます。

（注）

ステップ 3 encapsulation [ dot1q vlan-id, untagged]

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-subif)# encapsulation dot1q 400

802.1Qトランクインターフェイスに関連付けられた、ネイティブの VLANを定義します。

• vlan-id引数は、サブインターフェイスの IDです。

•範囲は 1～ 4094です（0と 4095は予約されています）。

untaggedキーワードを指定した encapsulationコマンドを実行することで、dot1q 400とタグなしフレーム
の両方を受信できます。

ステップ 4 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。
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802.1Q VLANサブインターフェイスの削除

ここでは、この章の「802.1Q VLANサブインターフェイスの設定」で設定した 802.1Q VLAN
サブインターフェイスを削除する方法について説明します。

手順の概要

1. configure
2. no interface {GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether} instance.subinterface
3. ステップ 2を繰り返し、その他の VLANサブインターフェイスを削除します。
4. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
5. show ethernet trunk bundle-ether instance

手順の詳細

ステップ 1 configure

例：

RP/0/RSP0/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 no interface {GigabitEthernet | TenGigE | Bundle-Ether} instance.subinterface

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config)# no interface TenGigE 0/2/0/4.10

サブインターフェイスを削除すると、そのサブインターフェイスに適用されているすべての設定も自動的

に削除されます。

• instance引数を次のインスタンスのいずれかに置換します。

•物理イーサネットインターフェイスインスタンスまたはイーサネットバンドルインスタンス。
名前表記は rack/slot/module/portで、値の間のスラッシュは表記の一部として必要です。

•イーサネットバンドルインスタンス。範囲は 1～ 65535です。

• subinterface引数をサブインターフェイスの値に置き換えます。範囲は 0～ 4095です。

名前の表記は instance.subinterfaceの形式で、表記の一部として引数をピリオドで区切る必要があります。

ステップ 3 ステップ 2を繰り返し、その他の VLANサブインターフェイスを削除します。

ステップ 4 commitコマンドまたは endコマンドを使用します。

commit：設定の変更を保存し、コンフィギュレーションセッションに留まります。

end：次のいずれかのアクションを実行することをユーザに要求します。

• [Yes]：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終了します。
• [No]：設定変更をコミットせずにコンフィギュレーションセッションを終了します。
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• [Cancel]：設定変更をコミットせずに、コンフィギュレーションモードに留まります。

ステップ 5 show ethernet trunk bundle-ether instance

例：

RP/0/RSP0/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。

設定例

イーサネットインターフェイスの設定：例

次に、10ギガビットイーサネットのモジュラサービス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/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mtu 1448
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
Uncommitted changes found, commit them? [yes]: yes

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces TenGigE 0/0/0/1

TenGigE0/0/0/1 is down, line protocol is down
Hardware is TenGigE, address is 0001.2468.abcd (bia 0001.81a1.6b23)
Internet address is 172.18.189.38/27
MTU 1448 bytes, BW 10000000 Kbit

reliability 0/255, txload Unknown, rxload Unknown
Encapsulation ARPA,
Full-duplex, 10000Mb/s, LR
output flow control is on, input flow control is on
loopback not set
ARP type ARPA, ARP timeout 01:00:00
Last clearing of "show interface" counters never
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 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions
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L2VPN ACの設定:例
次に、イーサネットインターフェイスで L2VPN ACを設定する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/5/0/0.2 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ethernet egress-filter strict
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# clear

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/5/0/0.2 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ethernet egress-filter strict
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# interface gigabitethernet 0/5/0/1.100 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ethernet egress-filter strict
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# bridge group example
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain mybridge
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)# interface gigabitethernet 0/5/0/0.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# interface gigabitethernet 0/5/0/1.100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd-ac)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# show

Building configuration...
!! IOS XR Configuration 0.0.0
interface GigabitEthernet0/5/0/0.2 l2transport
encapsulation dot1q 100
ethernet egress-filter strict
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1.100 l2transport
encapsulation dot1q 100
ethernet egress-filter strict
!
l2vpn
bridge group example
bridge-domain mybridge
interface GigabitEthernet0/5/0/0.2
!
interface GigabitEthernet0/5/0/1.100
!
!
!
end

VPWSへのリンクバンドルの設定:例

物理インターフェイス（ポートモード）

interface Bundle-Ether12
l2transport
!
interface GigabitEthernet0/1/0/10
negotiation auto
l2transport
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!
interface GigabitEthernet0/1/0/20
bundle id 12 mode on
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/21
bundle id 12 mode on
negotiation auto
!
!
l2vpn
xconnect group test
p2p test
interface Bundle-Ether12
!
interface GigabitEthernet0/1/0/10
!
!
!
!

サブインターフェイス（EFPモード）
interface Bundle-Ether12
!
interface Bundle-Ether12.1 l2transport
encapsulation dot1q 12
!
!
interface GigabitEthernet0/1/0/10
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/10.1 l2transport
encapsulation dot1q 12
!

!
interface GigabitEthernet0/1/0/20
bundle id 12 mode on
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0/21
bundle id 12 mode on
negotiation auto
!
!
l2vpn
xconnect group test
p2p test
interface Bundle-Ether12.1
!
interface GigabitEthernet0/1/0/10.1
!
!
!
!

イーサネットバンドルへの L2および L3サービスの設定:例
次に、イーサネットバンドルインターフェイスに L3サービスを設定する例を示します。
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configure
interface Bundle-Ether 100
ipv4 address 12.12.12.2 255.255.255.0

!

次に、イーサネットバンドルサブインターフェイスにL3サービスを設定する例を示します。
configure
interface Bundle-Ether 100.1
ipv4 address 13.13.13.2 255.255.255.0

!

次に、イーサネットバンドルインターフェイスに L2サービスを設定する例を示します。
configure
interface Bundle-Ether 101
l2transport

!

次に、イーサネットバンドルインターフェイスに L2サービスを設定する例を示します。
configure
interface Bundle-Ether1.1 l2transport
!

VLANサブインターフェイスの設定：例
次に、VLANサブインターフェイスを作成する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# interface TenGigE0/2/0/4.2 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# interface TenGigE0/2/0/4.3 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 40
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit

次に、イーサネットバンドルに 2つの VLANサブインターフェイスを一度に作成する例を示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-l2)# encapsulation dot1q 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1.2 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif-l2)# encapsulation dot1q 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# exit

次に、基本の Dot1Q接続回線を作成する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit

次に、QinQ接続回線を作成する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.2 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 20 second-dot1q 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# exit

次に、Q-in-Any接続回線を作成する例を示します。
RP/0/RSP/CPU0:router# configure
RP/0/RSP/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.3 l2transport
RP/0/RSP/CPU0:router(config-subif)# encapsulation dot1q 30 second-dot1q any
RP/0/RSP/CPU0:router(config-subif)# commit
RP/0/RSP/CPU0:router(config-subif)# exit
RP/0/RSP/CPU0:router(config)# exit

次の作業
イーサネットインターフェイスの設定が完了したら、イーサネットインターフェイスで各

VLANサブインターフェイスを設定できます。VLANサブインターフェイス設定の詳細につい
ては、このマニュアルで後述する「キャリアイーサネットモデル」の章を参照してください。

IPv6の詳細については、『 IP Addresses and Services Configuration Guide for Cisco ASR 9000 Series
Routers』を参照してください。
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