
リンクバンドルの設定

バンドルは、1つ以上のポートグループを集約し、1つのリンクとして扱うようにしたもので
す。1つのバンドル内の各リンクの速度は異なっていてもよく、最も高速なリンクの速度は、
最も低速なリンクの最大 4倍とすることができます。各バンドルには、1つのMAC、1つの IP
アドレス、1つの設定セット（ACLまたは Quality of Serviceなど）があります。

このルータでは、次のタイプのインターフェイスでバンドルがサポートされます。

•イーサネットインターフェイス

• VLANサブインターフェイス

バンドルには、モジュラサービスカードとの 1対 1の関連付けはありません。（注）

•リンクバンドルの設定の機能履歴（1ページ）
•リンクバンドルを設定するための前提条件（1ページ）
•リンクバンドルの設定に関する情報（2ページ）
•リンクバンドルの設定方法（7ページ）
•リンクバンドルの設定例（17ページ）

リンクバンドルの設定の機能履歴

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

リンクバンドルを設定するための前提条件
リンクバンドルを設定する前に、次のタスクと条件を満たしていることを確認してください。
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•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。

•インターフェイスの IPアドレスがわかっていること。

•設定するバンドルに含めるリンクがわかっていること。

•イーサネットリンクバンドルを設定する場合、ルータに少なくとも次のイーサネットラ
インカードのいずれかが搭載されていること。

• 2ポート 10ギガビットイーサネットラインカード

• 4ポート 10ギガビットイーサネットラインカード

• 8ポート 10ギガビットイーサネットラインカード

• 16ポート 10ギガビットイーサネットラインカード

• 20ポートギガビットイーサネットラインカード

• 40ポートギガビットイーサネットラインカード

物理インターフェイス、PLIM、およびモジュラサービスカードの詳細については、『Cisco
ASR 9000 Series Aggregation Services Router Hardware Installation Guide』を参照してください。

（注）

リンクバンドルの設定に関する情報
リンクバンドル機能を設定するには、次の概念を理解している必要があります。

リンクバンドルの概要

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。リンクバンドルの利点は、次のとおりです。

•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ーにわたっ
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つで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。
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1つのバンドル内の個々のリンクにはさまざまな速度を設定できますが、バンドル内のすべて
のリンクが同じタイプである必要があります。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、次の方法によるイーサネットインターフェイスのバンドル
構成をサポートしています。

• 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。

• EtherChannel：ユーザがリンクを設定してバンドルに参加させることができるシスコの専
用テクノロジー。バンドル内のリンクに互換性があるかどうかを確認するための仕組みは

ありません。

リンクバンドルの特性

このリストでは、リンクバンドルの特性と制限事項を説明します。

• 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。

•バンドルメンバーシップは、1つのルータに搭載されている複数のラインカードにまたが
ることができます。

• 1つのバンドルは最大 64個の物理リンクをサポートします。

• 1つのバンドル内でリンク速度が異なっていてもよく、バンドルのメンバー間で許容され
る速度の差は、最大 4倍です。

•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。

•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。

• LACPが設定されている場合、バンドル内の各リンクは、異なるメンバーに対して異なる
キープアライブ周期を許可するよう設定できます。

•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。

リンクバンドルの設定
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• CDPキープアライブや HDLCキープアライブなどのリンク層プロトコルは、バンドル内
の各リンク上で独立して動作します。

•ルーティングアップデートや helloなどの上位層プロトコルは、インターフェイスバンド
ルのどのメンバーリンク上でも送信されます。

•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になる必要があり
ます。

• 1つのバンドル内のすべてのリンクは、802.3ad（LACP）またはEtherChannel（非LACP）
のいずれかを実行するように設定する必要があります。1つのバンドル内の混合リンクは
サポートされません。

•バンドルインターフェイスには、物理リンクと VLANサブインターフェイスのみを含め
ることができます。

•リンクバンドルでのアクセスコントロールリスト（ACL）設定は、通常のインターフェ
イスでの ACL設定と同じです。

•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。

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では、この情報は、リンクバンドルの両端をホ

ストするシステム間で交換されます。

•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。
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ルータ内のバンドルMACアドレスは、バックプレーン内の予約済みMACアドレスのセット
に由来します。このMACアドレスは、バンドルインターフェイスが存在する限り、バンドル
にとどまります。バンドルは、ユーザが別のMACアドレスを設定するまで、このMACアド
レスを使用します。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）

LACPバンドルインターフェイスの非リバーティブ動作
デフォルトでは、LACPでプライオリティが高いポートが再び動作可能になると、そのポート
がアクティブポートになります。この復帰を回避するには、lacpnon-revertiveコマンドを実行
します。これにより、プライオリティの高いポートが動作可能になった後も、プライオリティ

の低いポートが引き続きアクティブポートとなります。これにより、現在アクティブなプライ

オリティの低いポートをスタンバイ状態にして、運用可能になったプライオリティの高いポー

トを介してトラフィックを転送するときに発生する可能性があるトラフィックの中断を回避で

きます。

QoSおよびリンクバンドル
入力方向では、バンドルのローカルインスタンスにQoSが適用されます。各バンドルはキュー
のセットに関連付けられます。QoSは、バンドル上で設定されているさまざまなネットワーク
層プロトコルに適用されます。

出方向では、メンバーリンクへの参照を持つバンドルに QoSが適用されます。QoSは、メン
バーの帯域幅の合計に基づいて適用されます。

QoSが入力または出力方向のいずれかのバンドルに適用される場合、QoSは各メンバーイン
ターフェイスに適用されます。

リンクバンドル機能は、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Modular Quality of
Service Configuration Guide』に記載されているすべての QoS機能をサポートします。

リンクバンドル機能は、次の QoS機能をサポートします。

•高優先順位/低優先順位：最大帯域幅は、バンドルインターフェイスの帯域幅のパーセン
テージとして計算されます。このパーセンテージは出力上のすべてのメンバーリンクに適

用されるか、入力上のローカルバンドルインスタンスに適用されます。

•保証される帯域幅：パーセンテージで提供され、すべてのメンバーリンクに適用されま
す。

•トラフィックシェーピング：パーセンテージで提供され、すべてのメンバーリンクに適
用されます。

リンクバンドルの設定
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• WRED：最小および最大パラメータは、メンバーリンクまたはバンドルインスタンスご
との正しい比率に変換され、バンドルに適用されます。

•マーキング：ポリシーに従ったパケットの QoSレベルの変更プロセス。

•テールドロップ：キューが一杯のときにパケットはドロップされます。

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。

•バンドルごとに許可される VLANの最大数は 4000です。

•各ルータに許可されるバンドル VLANの最大数は、128000です。

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）

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 instance.subinterface

イーサネットリンクバンドル上で VLANを作成した後、すべての物理 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。

リンクバンドルの設定の概要

リンクバンドルの設定プロセスの一般的な概要を次の手順に示します。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。

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

のメンバーに設定できます。

（注）

リンクバンドルの設定
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カードのフェールオーバー時のノンストップフォワーディング

Cisco IOS XRソフトウェアは、アクティブおよびスタンバイ RSPカード間でのフェールオー
バー時のノンストップフォワーディングをサポートしています。ノンストップフォワーディ

ングを使用すると、フェールオーバーが発生したときにリンクバンドルの状態が変化しませ

ん。

たとえば、アクティブな RSPが障害になった場合、スタンバイ RSPが動作可能になります。
障害になった RSPのコンフィギュレーション、ノードの状態、チェックポイントデータは、
スタンバイ RSPに複製されます。スタンバイ RSPがアクティブ RSPになったとき、バンドル
されたインターフェイスはすべて存在します。

フェールオーバー先は常にスタンバイ RSPです。（注）

スタンバイインターフェイスコンフィギュレーションが維持されることを保証するために何

かを設定する必要はありません。

（注）

リンクのフェールオーバー

バンドルのメンバーリンクの1つに障害が発生すると、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、トラフィックフローは中断されません。

バンドルインターフェイス：冗長性、ロードシェアリング、集約

バンドルは、1つ以上のポートグループを集約し、1つのリンクとして扱うようにしたもので
す。1つのバンドル内の各リンクの速度は異なっていてもよく、最も高速なリンクの速度は、
最も低速なリンクの最大 4倍とすることができます。各バンドルには、1つのMAC、1つの IP
アドレス、1つの設定セット（ACLまたは Quality of Serviceなど）があります。

このルータでは、次のタイプのインターフェイスでバンドルがサポートされます。

•イーサネットインターフェイス

• VLANサブインターフェイス

リンクバンドルの設定方法

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。

リンクバンドルの設定
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イーサネットリンクバンドルではMACアカウンティングはサポートされていません。（注）

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）

イーサネットリンクバンドルを作成するには、次の手順のように、バンドルを作成し、その

バンドルにメンバーインターフェイスを追加します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. ipv4 address ipv4-address-address mask
4. bundle minimum-active bandwidth kbps （オプション）
5. bundle minimum-active linksリンク数 （オプション）
6. bundle maximum-active linksリンク数（オプション）
7. bundle maximum-active links links hot-standby
8. exit
9. interface {GigabitEthernet | TenGigE}instance
10. bundle id bundle-id [ mode { active | on | passive} ]
11. no shutdown（任意）
12. exit
13. ステップ 2で作成した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。

14. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
15. exit
16. exit
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。
18. show bundle Bundle-Ether bundle-id [ reasons ]（オプション）
19. show lacp Bundle-Ether bundle-id （オプション）

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 interface Bundle-Ether bundle-id

リンクバンドルの設定
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例：

RP/0/RSP0/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、インターフェイス設定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設定コマンドを入力できます。インターフェイス設定サブモー

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-address mask

例：

RP/0/RSP0/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 （オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 580000

ユーザがバンドルを起動状態にするために必要な最小帯域幅を設定します。

ステップ 5 bundle minimum-active linksリンク数 （オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active links 2

特定のバンドルをアップ状態にするため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リンク数（オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle maximum-active links 1

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 bundle maximum-active links links hot-standby

例：

リンクバンドルの設定
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RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle maximum-active links 1 hot-standby

hot-standbyキーワードは、バンドルが一時的に最小リンク数または帯域幅しきい値未満になる間にス
イッチオーバーまたはスイッチバックイベントでバンドルフラップを回避するために役立ちます。

これは、このために、wait-whileタイマーと suppress-flapsタイマーのデフォルト値を設定します。

ステップ 8 exit

例：

RP/0/RSP0/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 9 interface {GigabitEthernet | TenGigE}instance

例：

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

指定した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。instance引数には、rack/slot/module形式のノード IDを指定します。

混合帯域幅のバンドルメンバの設定は、1:1冗長性が設定されている場合にだけサポートされます（こ
れは、10 GigabitEthernetインターフェイスのバックアップとして 1 GigabitEthernetメンバしか設定できな
いことを意味します）。

混合リンクバンドルモードは、アクティブ/スタンバイ動作が設定されている場合にだけサポー
トされます（通常はスタンバイモードで低速リンクです）。

（注）

ステップ 10 bundle id bundle-id [ mode { active | on | passive} ]

例：

RP/0/RSP0/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。

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modeactive
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 11 no shutdown（任意）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# no shutdown
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10

リンクバンドルの設定

イーサネットリンクバンドルの設定



リンクがダウン状態の場合はアップ状態にします。noshutdown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/RSP0/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 13 ステップ 2で作成した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 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 15 exit

例：

RP/0/RSP0/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/RSP0/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。

ステップ 18 show bundle Bundle-Ether bundle-id [ reasons ]（オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router# show bundle Bundle-Ether 3 reasons

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 （オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router # show lacp Bundle-Ether 3

リンクバンドルの設定

11

リンクバンドルの設定

イーサネットリンクバンドルの設定



LACPポートとそのピアに関する詳細情報を表示します。

VLANバンドルの設定
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。

1. イーサネットバンドルを作成します。

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。

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）

VLANリンクバンドルの作成について、次の手順で説明します。

手順の概要

1. configure
2. interface Bundle-Ether bundle-id
3. ipv4 address ipv4-address mask
4. bundle minimum-active bandwidth kbps（オプション）
5. bundle minimum-active links links（オプション）
6. bundle maximum-active links links（オプション）
7. exit
8. interface Bundle-Ether bundle-id.vlan-id
9. encapsulation dot1q vlan-id
10. ipv4 address ip-address mask
11. no shutdown
12. exit
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から 12を

繰り返します

14. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
15. exit
16. exit
17. show ethernet trunk bundle-Ether instance
18. configure
19. interface {GigabitEthernet | TenGigE}instance
20. bundle id bundle-id [mode {active | on | passive}]
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21. no shutdown
22. ステップ 2で作成した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。
23. commitコマンドまたは endコマンドを使用します。
24. 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。
25. show bundle Bundle-Ether bundle-id [ reasons ]
26. 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 interface Bundle-Ether bundle-id

例：

RP/0/RSP0/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、インターフェイス設定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設定コマンドを入力できます。インターフェイス設定サブモー

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/RSP0/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（オプション）

例：

RP/0/RSP0/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（オプション）

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router(config-if)# bundle minimum-active links 2
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（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（オプション）

例：

RP/0/RSP0/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。（注）

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

例：

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

インターフェイス設定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/RSP0/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識別子を指定します。範囲は 1～ 4094です（0と 4095は予約されて
います）。

vlan-id引数を interface Bundle-Ether bundle-idコマンドに指定すると、サブインターフェイス設
定モードが開始されます。

（注）

ステップ 9 encapsulation dot1q vlan-id

例：

RP/0/RSP0/cpu 0: router#(config-subif)# encapsulation dot1q 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～ 4094です（0と 4095は予約されて
います）。

ステップ 10 ipv4 address ip-address mask

例：
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RP/0/RSP0/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/RSP0/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/RSP0/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 7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 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 15 exit

例：

RP/0/RSP0/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/RSP0/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：

RP/0/RSP0/cpu 0: routerrouter# show ethernet trunk bundle-ether 5
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（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/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 19 interface {GigabitEthernet | TenGigE}instance

例：

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

指定した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。

instance引数には、rack/slot/module形式のノード 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/RSP0/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modeactive
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/RSP0/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。noshutdown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 22 ステップ 2で作成した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 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。
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• [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 24 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/RSP0/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。

showbundleBundle-Etherコマンドを実行すると、指定したバンドルに関する情報が表示されます。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、showbundleBundle-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/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。

リンクバンドルの設定例

LACPが動作する EtherChannelバンドル：例
次に、2つのポートを結合して、LACPが動作する EtherChannelバンドルを構成する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:Router# config
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface Bundle-Ether 3
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# ipv4 address 1.2.3.4/24
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 620000
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle minimum-active links 1
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface TenGigE 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle id 3 mode active
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface TenGigE 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle id 3 mode active

リンクバンドルの設定
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RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# exit

イーサネットバンドル上での VLANの作成：例
次に、イーサネットバンドル上で 2つの VLANを作成し起動状態にする例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:Router# config
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface Bundle-Ether 1
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# ipv4 address 1.2.3.4/24
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 620000
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle minimum-active links 1
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface Bundle-Ether 1.1
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# ip addr 10.2.3.4/24
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# interface Bundle-Ether 1.2
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# ip addr 20.2.3.4/24
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-subif)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)#interface tengige 0/1/5/7
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# bundle-id 1 mode act
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router(config)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:Router # show ethernet trunk bundle-ether 1

Cisco 7600 EtherChannelに接続された ASR 9000リンクバンドル：例
次に、ASR 9000シリーズルータ（ASR-9010）と、L2および L3サービスの両方をサポートす
るメトロイーサネットネットワーク内の Cisco 7600シリーズルータ（P19_C7609-S）間のバ
ンドルのエンドツーエンドの例を示します。

Cisco ASR 9000シリーズルータでは、バンドルは、LACP、1:1リンク保護、2つの L2サブイ
ンターフェイス、2つのレイヤ 3サブインターフェイスで設定されます。

IOS XR側：

hostname PE44_IOS-XR_Router

interface Bundle-Ether16
description Connect to P19_C7609-S Port-Ch 16
mtu 9216
no ipv4 address
bundle maximum-active links 1
!
interface Bundle-Ether16.160 l2transport
description Connect to P19_C7609-S Port-Ch 16 EFP 160
encapsulation dot1q 160
!
interface Bundle-Ether16.161 l2transport
description Connect to P19_C7609-S Port-Ch 16 EFP 161
encapsulation dot1q 161
!
interface Bundle-Ether16.162
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description Connect to P19_C7609-S Port-Ch 16.162
ipv4 address 10.194.8.44 255.255.255.0
encapsulation dot1q 162
!
interface Bundle-Ether16.163
description Connect to P19_C7609-S Port-Ch 16.163
ipv4 address 10.194.12.44 255.255.255.0
encapsulation dot1q 163
!

interface TenGigE 0/1/0/16
description Connected to P19_C7609-S GE 8/0/16
bundle id 16 mode active
bundle port-priority 1
!
interface TenGigE 0/1/0/17
description Connected to P19_C7609-S GE 8/0/17
bundle id 16 mode active
bundle port-priority 2
!

IOS XR側：CEデバイスへの接続：

hostname PE44_IOS-XR_Router

interface TenGigE 0/1/0/3.160 l2transport
description VLAN 160 over BE 16.160
encapsulation dot1q 100 second-dot1q 160
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
!
interface TenGigE 0/1/0/3.161 l2transport
description VLAN 161 over BE 16.161
encapsulation dot1q 161
!
l2vpn
!
xconnect group 160
p2p 160
interface Bundle-Ether16.160
interface TenGigE 0/1/0/3.160
description VLAN_160_over_BE_16.160
!

!
xconnect group 161
p2p 161
interface Bundle-Ether16.161
interface TenGigE 0/1/0/3.161
description VLAN_161_over_BE_16.161
!
!

IOS XR側：CEデバイス：

hostname PE64_C3750-ME
!
vlan 161
!
interface TenGigE 1/0/1
description Connected to PE65_ME-C3400 GE 0/1
switchport access vlan 100
switchport mode dot1q-tunnel
!
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interface TenGigE 1/0/2
description Connected to PE44_IOS-XR_Router GE 0/1/0/3
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100,161
switchport mode trunk
!
interface Vlan161
description VLAN 161 over BE 16.161 on PE44
ip address 161.0.0.64 255.255.255.0
!

hostname PE65_ME-C3400
!
vlan 160
!
interface TenGigE 0/1
description Connected to PE64_C3750-ME GE 1/0/1
port-type nni
switchport trunk allowed vlan 160
switchport mode trunk
!
interface Vlan160
description VLAN 160 over BE 16.160 on PE44
ip address 160.0.0.65 255.255.255.0
!

IOS側：

hostname P19_C7609-S

port-channel load-balance src-dst-port
!
interface Port-channel16
description Connected to PE44_IOS-XR_Router BE 16
mtu 9202
no ip address
logging event link-status
logging event status
speed nonegotiate
mls qos trust dscp
lacp fast-switchover
lacp max-bundle 1
service instance 160 ethernet
description Connected to PE44_IOS-XR_Router BE 16.160
encapsulation dot1q 160
!
service instance 161 ethernet
description Connected to PE44_IOS-XR_Router BE 16.161
encapsulation dot1q 161
!
!
interface Port-channel16.162
description Connected to PE44_IOS-XR_Router BE 16.162
encapsulation dot1Q 162
ip address 10.194.8.19 255.255.255.0
!
interface Port-channel16.163
description Connected to PE44_IOS-XR_Router BE 16.163
encapsulation dot1Q 163
ip address 10.194.12.19 255.255.255.0
!
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interface TenGigE 8/0/16
no shut
description Connected to PE44_IOS-XR_Router GE 0/1/0/16
mtu 9202
no ip address
logging event link-status
logging event status
speed nonegotiate
no mls qos trust dscp
lacp port-priority 1
channel-protocol lacp
channel-group 16 mode active
!
interface TenGigE 8/0/17
no shut
description Connected to PE44_IOS-XR_Router GE 0/1/0/17
mtu 9202
no ip address
logging event link-status
logging event status
speed nonegotiate
no mls qos trust dscp
lacp port-priority 2
channel-protocol lacp
channel-group 16 mode active
!

IOS側：CEデバイスへの接続：

hostname P19_C7609-S

interface TenGigE 8/0/7
description Connected to PE62_C3750-ME GE 1/0/2
mtu 9000
no ip address
speed nonegotiate
mls qos trust dscp
service instance 160 ethernet
description VLAN 160 over Port-Ch 16
encapsulation dot1q 100 second-dot1q 160
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
!
service instance 161 ethernet
description VLAN 161 over Port-Ch 16
encapsulation dot1q 161
!
!
connect eline-161 Port-channel16 161 TenGigE 8/0/7 161
!
!
connect eline-160 Port-channel16 160 TenGigE 8/0/7 160
!
!

IOS側：CEデバイス：

hostname PE62_C3750-ME
!
vlan 161
!
interface TenGigE 1/0/1
description Connected to PE63_ME-C3400 GE 0/1
switchport access vlan 100
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switchport mode dot1q-tunnel
!
interface TenGigE 1/0/2
description Connected to P19_C7609-S GE 8/0/7
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100,161
switchport mode trunk
!
interface Vlan161
description VLAN 161 over Port-Chan 16 on P19
ip address 161.0.0.62 255.255.255.0
!

hostname PE63_ME-C3400
!
vlan 160
!
interface TenGigE 0/1
description Connected to PE62_C3750-ME GE 1/0/1
port-type nni
switchport trunk allowed vlan 160
switchport mode trunk
!
interface Vlan160
description VLAN 160 over Port-Chan 16 on P19
ip address 160.0.0.63 255.255.255.0
!
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