
IP SLA：サービスパフォーマンステスト

このモジュールでは、設定されたデータレートでのトラフィックの移動を可能にするネット

ワークデバイスの能力を測定する、ITU-T Y.1564イーサネットサービスパフォーマンステス
トの方法を設定する方法について説明します。

•機能情報の確認（1ページ）
•サービスパフォーマンスの運用に関する情報 （2ページ）
•イーサネットトラフィックの生成および測定のための Y.1564の設定に関する情報（3
ページ）

• IP SLAの前提条件：サービスパフォーマンステスト（6ページ）
• IP SLAの設定の拡張と制限事項：サービスパフォーマンスの運用（6ページ）
• IP SLAの制約事項：サービスパフォーマンスの運用（7ページ）
• Y.1564を使用したトラフィックの生成（9ページ）
• IP SLAの設定方法：サービスパフォーマンステスト（11ページ）
• Y.1564を設定してイーサネットトラフィックを生成および測定するための設定例 （15
ページ）

• IP SLAのその他の参考資料：サービスパフォーマンステスト（17ページ）

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートさ

れているとは限りません。最新の機能情報および警告については、「Bug Search Tool」および
ご使用のプラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してくださ

い。このモジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリース

の一覧については、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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サービスパフォーマンスの運用に関する情報
Y.1564はイーサネットサービスのアクティブ化テストの手法であり、イーサネットおよび IP
ベースのサービスの起動、インストール、およびトラブルシューティングの標準規格です。

Y.1564は、単一の標準的なテスト手法であり、1回のテストでイーサネットのサービスレベル
契約（SLA）を完全に検証できます。

サービスパフォーマンステストは、テスト対象デバイス（DUT）またはテスト対象ネットワー
クがさまざまな状態のトラフィックを適切に転送する能力を測定するように設計されていま

す。

シスコによる ITU-T Y.1564の実装には、次の 3つの主要な目的があります。

•ネットワーク SLA検証ツールとして機能し、サービスが制御されたテスト時間内で保証
されたパフォーマンス設定を満たしていることを確認します。

•最大負荷時にネットワークデバイスおよびパスが設計どおりにすべてのトラフィックをサ
ポートできることを実証することにより、ネットワークによって提供されるすべてのサー

ビスが、最大認定レートで、SLAの目標を達成できることを確認します。

•中程度の期間および長期間のサービステストを実施し、ソーク期間中に負荷のかかってい
る状態でもネットワーク要素がすべてのサービスを適切に提供できることを確認します。

サービスまたはストリームで設定された SLAが満たされていることを確認するために、次の
重要業績評価指標（KPI）メトリックが収集されます。これらは、サービス受け入れ基準のメ
トリックです。

•情報レート（IR）またはスループット：テスト対象デバイス（DUT）によって提供された
フレームがドロップされない最大レートを測定します。この測定値は、イーサネット仮想

コネクション（EVC）の使用可能な帯域幅に変換されます。

•フレーム損失率（FLR）：送信されたパケットの合計数から失われたパケット数を測定し
ます。フレーム損失は、ネットワークの輻輳や伝送中のエラーなどの、複数の問題が原因

となって発生する可能性があります。

転送デバイス（スイッチとルータ）とネットワークインターフェイスユニットはセグメント

を相互接続するため、ネットワークの基礎となります。エンドツーエンドパス内のこれらのデ

バイスのいずれかでサービスが正しく設定されていない場合、ネットワークパフォーマンスが

大幅に影響を受ける可能性があり、サービスの停止や、輻輳やリンク障害などのネットワーク

全体の問題につながる可能性があります。サービスパフォーマンステストは、DUTまたはテ
スト対象ネットワークがさまざまな状態のトラフィックを正しく転送する能力を測定するよう

に設計されています。シスコによる ITU-T Y.1564の実装には、次のサービスパフォーマンス
テストが含まれています。

•最小データレートからCIR：テストストリーム用に最小データレートから認定情報レート
（CIR）までの帯域幅が生成されます。その後、設定されたサービス受け入れ基準（SAC）
が満たされていることを確認するために、Y.1564の KPIが測定されます。
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• CIRから EIR：テストストリーム用の帯域幅が CIRから超過情報レート（EIR）まで増加
します。EIRは保証されないため、CIRが最大 EIRに耐えられる最小帯域幅であることを
確認するために、転送速度だけが測定されます。他の KPIは測定されません。

SADTが設定されている場合、CIR + EIRよりも高いレートでは
EIRを超えるレートが測定されないため、show ip sla statisticsの
Above EIRの統計情報は 0のままになります。

（注）

サービスパフォーマンスは、双方向統計情報収集、一方向統計情報収集、パッシブ測定モー

ド、およびトラフィックジェネレータモードの 4つの動作モードをサポートしています。統
計情報が計算および収集され、IP SLAモジュールに報告されます。統計データベースには、
実行された操作に関する過去の統計情報が保存されます。

•一方向統計情報収集：パッシブ測定モードとトラフィックジェネレータモードの両方が、
相互に組み合わせて使用されます。1つのデバイスがジェネレータとしてトラフィックを
送信し、別のデバイスがパッシブモードでトラフィックを受信して、統計情報を記録しま

す。パッシブモードは双方向モードとは異なります。このモードでは、リモートデバイス

はトラフィックをループバックする代わりに統計情報を記録し、送信デバイスは送信統計

情報のみを記録します。

•双方向統計情報収集：すべての測定値が送信側によって収集されます。双方向統計情報が
機能するには、リモートターゲットがループバックモードになっている必要があります。

ループバックモードを使用すると、送信側からのトラフィックがターゲットに到達してか

ら、送信側に返されます。

•パッシブ測定モード：このモードは、設定されたトラフィックプロファイルを除外するこ
とで有効になります。パッシブ測定動作では、ライブトラフィックは生成されません。こ

の動作では、動作用に設定されたターゲットの統計情報のみが収集されます。

•トラフィックジェネレータモード：このモードでは、送信されたパケット数とバイト数
の送信統計情報を記録します。

イーサネットトラフィックの生成および測定のための

Y.1564の設定に関する情報
Y.1564は、イーサネットおよび IPベースのサービスの起動、インストール、およびトラブル
シューティングについての、イーサネットサービスのアクティブ化またはパフォーマンステス

トの手法です。このテスト手法では、1回のテストでイーサネットのサービスレベル契約（SLA）
を完全に検証できます。トラフィックジェネレータパフォーマンスプロファイルを使用する

と、要件に基づいてトラフィックを作成できます。スループット、損失、可用性などのネット

ワークパフォーマンスインジケータは、さまざまな帯域幅プロファイルのレイヤ2トラフィッ
クを使用して分析されます。可用性は、フレーム損失率に反比例します。
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次の図に、外部モードと内部モードでのトラフィックフローを説明するトラフィックジェネ

レータトポロジを示します。ネットワーク間インターフェイス（NNI）の回線側でトラフィッ
クが生成され、外部モードの同じインターフェイスを介してレスポンダに送信されます。ユー

ザ/ネットワーク間インターフェイス（UNI）でトラフィックが生成され、それぞれ内部モード
の NNIを介してレスポンダに送信されます。外部モードは、NNIポートでのスループットと
損失を測定するために使用されます。一方、内部モードは、UNIポートでのスループットと損
失を測定するために使用されます。トラフィックの生成中は、他のポートのトラフィックは生

成されたトラフィックの影響を受けず、ネットワークトラフィックのスイッチを続行できま

す。

図 1 :トラフィックジェネレータトポロジ

Cisco IOS XE 16.12.xリリース以降では、シスコルータで 10G SAT外部がサポートされていま
す。

次の表に、Cisco ASR 900 RSP3モジュールにおいて各サービスタイプでサポートされているさ
まざまなサービスタイプとトラフィック方向の詳細を示します。

表 1 : Cisco ASR 900 RSP3モジュールでのサービスタイプと対応するトラフィック方向

FPGAベースの SATASICベースの SATTarget

外部方向内部方向外部方向内部方向

YYNNL2インターフェ
イス（カラーブラ

インド）
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FPGAベースの SATASICベースの SATTarget

外部方向内部方向外部方向内部方向

NYNNL2インターフェ
イス（カラー対

応）

YYYYL2EFP（カラーブ
ラインド）

NYNNL2EFP（カラー対
応）

YYNNL2 TEFP（カラー
ブラインド）

NYNNL2 TEFP（カラー
対応）

NYNNL2 VLAN/ブリッ
ジドメイン（カ

ラーブラインド）

NNNNL2 VLAN/ブリッ
ジドメイン

（カラー対応）

NYNYL2PW（カラーブ
ラインド）

NYNNL2PW（カラー対
応）

NNNNL3ルーテッドイ
ンターフェイス

NNNNL3 EFP/TEFP

NNNNL3 VRF

NNNNL3 PW

NNNNL3ループバック
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IP SLAの前提条件：サービスパフォーマンステスト
measurement-type direction {internal | external}コマンドと profile traffic direction {internal |
external}コマンドで設定された方向が同じであることを確認します。

IP SLAの設定の拡張と制限事項：サービスパフォーマン
スの運用

次の表に、Y.1564双方向スループット測定値を示します。

表 2 :各パケットサイズの Y.1564スループット測定値

最大レート（kbps）パケットサイズ（バイト）

65000064

820000128

860000256

860000512

8800001024

9000001280

9700001518

9800009216

上位の 1 GigabitEthernetポートと 10 GigabitEthernetポートは、9216のパケットサイズではパ
ケット損失はほとんどありません。上記の測定値は、外部モードで取得されています。測定さ

れたスループット値が、設定されたレートを最大 2%上回る可能性があります。

（注）

トラフィックジェネレータ

•最大レートが 1 Gbpsのデバイスで、8つの同時送信セッションをサポートします。

•カラーブラインドトラフィック生成をサポートします。

• SATトラフィックは常にバーストで生成されます。

デフォルトのキュー制限値はバーストの処理に適していないため、パケットドロップにつ

ながります。ルータでキュー制限を無効にするには、platformqos-qlimit-disableコマンド
を使用する必要があります。これにより、すべてのポートでリソースの動的共有が有効に

なります。
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platform qos-qlimit-disableコマンドは QoSキュー制限機能を無効にし、platform
qos-qlimit-disableコマンドが削除されるとこの機能が再び有効になります。

測定値

SATエンドポイントを設定するデフォルトのイーサネットタイプは 0x8904です。この測定値
は、イーサネットタイプが 0x8904のパケットとのみ一致します。

NCS520のトラフィック生成は、デフォルトでは0x8904のイーサネットタイプで行われます。
測定は、トラフィックジェネレータもNCS520であるか、その双方向統計である場合に機能し
ます。もう一方の側にトラフィックジェネレータとしてNCS520以外のデバイスがある場合、
測定は使用できません。イーサネットタイプの IPv4および IPv6は、サポートされているユー
ザ設定可能なオプション（イーサネットタイプ）です。設定セットを使用して、IPv4または
IPv6のイーサネットタイプとして他のデバイスからのパケットの測定を実行できます。

NCS520での SATは、イーサネットモードでのみサポートされています。

ループバック

NCS520は、イーサネットループバックまたはラッチループバックをサポートしていません。

NCS 520は SATでのループバックをサポートし、IP SLA設定自体が使用されます。

パケットプロファイルとともにセッションに loopback directionを使用します。ループバック
セッションでは、送信元MACアドレスと宛先MACアドレスは同じではありません。IP SLA
セッションがループバックモードとして設定されている場合は、セッションに測定またはトラ

フィックプロファイルのパラメータを持たせないようにする必要があります。そうでない場合

は、設定が失敗します。

ループバックセッションは統計をサポートしていません。

IP SLAの制約事項：サービスパフォーマンスの運用
• IP、DSCP、レイヤ 4ポートなどのレイヤ 3フィールドは、パケットパラメータとしてサ
ポートされていません。

•スループットと損失の測定のみがサポートされています。遅延とジッターの測定はサポー
トされていません。

•サービスタイプは EFPでのみサポートされ、ブリッジドメインおよびレイヤ 3インター
フェイスではサポートされていません。

•サポートされるセッションの最大数は 8つで、8つのセッションは同時に実行できます。

•カラー対応の統計はサポートされていません。

•ポートチャネルテストはサポートされていません。

• EFPまたはインターフェイスで実行された設定がシャットダウンされた場合、デバイス上
のどのインターフェイスからもパケットが出力されません。また、シャットダウンが解除

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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された後も、出力方向のトラフィックは再開されません。設定を手動で再起動する必要が

あります。

•テストインターフェイスでテストEFPまたはBDが削除された場合、デバイス内のどのイ
ンターフェイスからもトラフィックが出力されず、トラフィックフローは再設定後に再開

されます。その後、テストが再スケジュールされます。

•各セッションには固有のカプセル化が必要です。また、セッションが同じカプセル化また
は照合キーを持っていると、統計に影響を与える可能性があります。

•宛先MACアドレスおよび内部 VLAN（0xdd4）として SAT内部MAC（0xf244493930ec）
を使用するパケットには、転送の問題があります。

•入力方向のパケットサイズが 1518のループバックまたは測定が機能しません。これは、
入力方向で追加される追加ヘッダーに起因します。これを解決するには、インターフェイ

スのMTUサイズを増やす必要があります。

• SATが設定されたインターフェイスでのスパンはサポートされていません。

Rx統計は 10秒後にのみ機能し、SLAセッションを開始する前にルータのキュー制限を無
効にするには、platform qos-qlimit-disableコマンドを使用する必要があります。

• 10ギガビットイーサネットポートでの SLA測定は、1ギガビットイーサネットの最大
レートでサポートされます。1ギガビットイーサネットポートが上位であるほど、大きな
パケットサイズでの 10ギガビットイーサネットポートのパケット損失が少なくなりま
す。

•インターフェイス統計と SLA統計が、上位のポートと一致しない可能性があります。

•次の表に、イーサネットおよび IPターゲット SLAの送信側コアインターフェイスでサ
ポートされている出力および入力 QOSを示します。

表 3 : IP SLAおよびサポートされている QOSのタイプ

EFPでのポリシー
マップ（出力）

EFPでのポリ
シーマップ（入

力）

インターフェイ

スでのポリシー

マップ（出力）

インターフェイ

スでのポリシー

マップ（入力）

タイプ

対応対応対応対応内部モード双方

向測定

ありなしありなし内部受信モード

対応対応対応対応内部ループバッ

クターゲットイ

ンターフェイス

なしなしなしなし外部モード双方

向測定

なしありなしあり外部受信モード
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EFPでのポリシー
マップ（出力）

EFPでのポリ
シーマップ（入

力）

インターフェイ

スでのポリシー

マップ（出力）

インターフェイ

スでのポリシー

マップ（入力）

タイプ

なしありなしあり外部ループバッ

クターゲットイ

ンターフェイス

入力分類は、SADTトラフィックのVLANのマッチングには機能
しません。

（注）

•次の表に、マルチキャストまたはブロードキャストの送信元MACアドレスを持つイーサ
ネットターゲット SLAが、さまざまな動作モードでどのようにサポートされるかを示し
ます。

表 4 :マルチキャストまたはブロードキャストのMACの SLAサポート基準

イーサネットターゲットSLA
のサポート

動作モード送信元または宛先MACアド
レス

サポート対象外トラフィックジェネレータ

モード

マルチキャストまたはブロー

ドキャストの送信元MACア
ドレス

パッシブ測定モード

双方向統計情報収集モード

SLAがトラフィックを生成トラフィックジェネレータ

モード

マルチキャストまたはブロー

ドキャストの宛先MACアド
レス

SLAがトラフィックを受信パッシブ測定モード

サポート対象外双方向統計情報収集モード

Y.1564を使用したトラフィックの生成
Y.1564を使用してトラフィックを生成するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. イーサネット仮想回線（EVC）を設定します。
2. トランスミッタでトラフィックジェネレータを設定します。

3. リモートエンドがNCS520の場合は、SAT IPSLA設定自体でループバックを設定します。

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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4. リモートエンドが NCS 520の場合は SAT IP SLA設定自体でループバックを設定します。
または、リモートノードが NCS 520以外の場合は IPv4または IPv6としてイーサネットタ
イプを使用します。

5. IP SLAセッションを開始します。

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

EVCは、トランスミッタとレシーバの間のレイヤ 2
パスが完成するように、インターフェイスパスで設

イーサネット仮想回線（EVC）を設定します。ステップ 1

定されます。詳細については、『Carrier Ethernet
Configuration Guide, Cisco IOS XE Release』の
「Configuring Ethernet Virtual Connections (EVCs)」の
項を参照してください。

トランスミッタでトラフィックジェネレータを設定

します。

ステップ 2

例：

次に、トラフィックジェネレータの設定例を示しま

す。

Direction - External
ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr
0000.0300.0301 interface GigabitEthernet 0/0/1
service instance 300
frequency iteration 1 delay 1
duration time 50
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256
profile traffic direction external
rate-step kbps 50000
Direction - Internal
ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr
0000.0300.0301 interface GigabitEthernet 0/0/1
service instance 300
frequency iteration 1 delay 1
duration time 50
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256
profile traffic direction internal
rate-step kbps 50000

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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目的コマンドまたはアクション

リモートエンドが NCS 520の場合は、SAT IP SLA
設定自体でループバックを設定します。

ステップ 3

例：

ip sla 1
service-performance type ethernet dest-mac-addr
0001.0001.0001 interface GigabitEthernet0/0/3
service instance 2
loopback direction external
profile packet
inner-vlan 20
outer-vlan 10
src-mac-addr 0002.0002.0002
duration time 5000

リモートエンドが NCS 520の場合は SAT IP SLA設
定自体でループバックを設定します。または、リ

ステップ 4

モートノードが NCS 520以外の場合は IPv4または
IPv6としてイーサネットタイプを使用します。

IP SLAセッションを開始します。ステップ 5

例：

Router(config)# ip sla schedule [sla_id]
start-time [hh:mm | hh:mm:ss | now | pending |
random]

IP SLAの設定方法：サービスパフォーマンステスト

イーサネットターゲット双方向カラーブラインドセッションの設定

イーサネットターゲットカラーブラインドトラフィックの生成を設定するには、次の手順を

実行します。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip sla sla_id
4. service-performance type ethernet dest-mac-addr dest-mac service instance
5. aggregation | default | description | duration | exit | frequency | no | profile
6. measurement-type direction {internal | external}
7. default | exit | no | throughput | receive
8. exit
9. profile packet
10. default | exit | inner-cos | inner-vlan | no | outer-cos | outer-vlan | packet-size | src-mac-addr

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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11. exit
12. profile traffic direction{external | internal}
13. defaultまたは exitまたは noまたは rate step kbps | pps
14. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードを有効にします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。
Device> enable

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。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

IP SLAセッションを開始するための SLA識別子を
指定します。

ip sla sla_id

例：

ステップ 3

Device(config)# ip sla 100

サービスパフォーマンスタイプをイーサネットと

して指定し、宛先MACアドレスをH.H.H形式で指
定します。

service-performance type ethernet dest-mac-addr
dest-mac service instance

例：

ステップ 4

SLAセッションのターゲットを指定します。オプ
ションは service instanceです。

Device(config-ip-sla))#service-performance type
ethernet dest-mac-addr 0001.0001.0001 interface
gigabitEthernet0/10 service instance 10

サービスパフォーマンスのタイプを指定します。次

のオプションがあります。

aggregation | default | description | duration | exit |
frequency | no | profile

例：

ステップ 5

• aggregation：統計集約を表します。
Device(config-ip-sla-service-performance)#
duration time 60 • default：コマンドをデフォルト値に設定しま

す。

• description：動作について説明します。

• duration：サービスパフォーマンス期間設定を
設定します。

• frequency：スケジュールされた頻度を表しま
す。使用可能なオプションは、iterationと time
です。有効な範囲は 20～ 65535です（秒単
位）。

• profile：サービスパフォーマンスプロファイ
ルを指定します。packetまたは trafficオプショ

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
12

IP SLA：サービスパフォーマンステスト

イーサネットターゲット双方向カラーブラインドセッションの設定



目的コマンドまたはアクション

ンを使用する場合は、それぞれステップ9また
はステップ 12に進みます。

トラフィックを測定するための統計を指定します。

使用可能なオプションは externalまたは internalで
す。デフォルトのオプションは internalです。

measurement-type direction {internal | external}

例：

Device(config-ip-sla-service-performance)#
measurement-type direction

ステップ 6

10Gでは、外部測定タイプの方向のみがサポートさ
れています。

計算されるサービスパフォーマンスに基づいて測定

タイプを指定します。次のオプションがあります。

default | exit | no | throughput | receive

例：

ステップ 7

• default：コマンドをデフォルト値に設定しま
す。

Device(config-ip-sla-service-performance-measurement)#
throughput

• throughput：正常なフレーム配信の平均レート
などの測定を指定します。

• receive：パッシブ測定モードを指定します。

測定モードを終了します。exitステップ 8

パケットプロファイルを指定します。パケットプロ

ファイルは、生成されるパケットを定義します。

profile packet

例：

ステップ 9

Device(config-ip-sla-service-performance)#profile
packet

パケットタイプを指定します。次のオプションがあ

ります。

default | exit | inner-cos | inner-vlan | no | outer-cos |
outer-vlan | packet-size | src-mac-addr

例：

ステップ 10

• default：コマンドをデフォルト値に設定しま
す。Device(config-ip-sla-service-performance-packet)#src-mac-addr

4055.3989.7b56

• inner-cos：メッセージの送信元となるインター
フェイスの内部 VLANタグのサービスクラス
（CoS）値を指定します。

• inner-vlan：メッセージの送信元となるインター
フェイスの内部 VLANタグの VLAN識別子を
指定します。

• outer-cos：パケットの外部 VLANタグに入力
される CoS値を指定します。

• outer-vlan：パケットの外部VLANタグに入力
される VLAN識別子を指定します。

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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目的コマンドまたはアクション

• packet-size：パケットサイズを指定します。デ
フォルトのサイズは 64バイトです。サポート
されているパケットサイズは、64バイト、128
バイト、256バイト、512バイト、1024バイ
ト、1280バイト、1518バイト、および 9216バ
イトです。

• src-mac-addr：H.H.H形式の送信元MACアド
レスを指定します。

設定されたパケットプロファイルの値が、

セッションのターゲット設定と一致して

いることを確認します。

（注）

パケットモードを終了します。exit

例：

ステップ 11

Device(config-ip-sla-service-performance-packet)#
exit

プロファイルトラフィックの方向を指定します。オ

プションは externalと internalです。
profile traffic direction{external | internal}

例：

ステップ 12

このコマンドは、rate step kbpsコマンド
を設定するために必要です。

（注）Device(config-ip-sla-service-performance)#profile
traffic direction external

トラフィックタイプを指定します。次のオプション

があります。

defaultまたは exitまたは noまたは rate step kbps |
pps

例：

ステップ 13

• default：コマンドをデフォルト値に設定しま
す。Device(config-ip-sla-service-performance-traffic)#rate-step

kbps 1000

• rate step kbps：転送速度を kbps単位で指定し
ます。レートステップの範囲は 1～ 10000000
（1 Kbps～ 10 Gbps）です。

• rate step pps：転送速度を pps単位で指定しま
す。レートステップの範囲は 1～ 1000000（1
～ 1000000 pps）です。

rate-step kbps | pps numberコマンド
は、トラフィックの生成に必須です。

（注）

トラフィックモードを終了します。exitステップ 14

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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Y.1564を設定してイーサネットトラフィックを生成およ
び測定するための設定例

この項では、トラフィックの生成のための設定例を示します。

例：トラフィック生成

この項では、トラフィックの生成のための設定例を示します（ターゲットサービスイ

ンスタンス）。

Direction - External
ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/1 service instance 300
frequency iteration 1 delay 1
duration time 50
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256
profile traffic direction external
rate-step kbps 50000
Direction - Internal
ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/1 service instance 300
frequency iteration 1 delay 1
duration time 50
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256
profile traffic direction internal
rate-step kbps 50000

例：双方向セッション

次に、双方向測定セッションの設定例を示します。

双方向測定モード：方向：内部

ip sla 12345
service-performance type ethernet dest-mac-addr 00ab.cdef.1234 interface
TenGigabitEthernet0/0/4 service instance 1000
measurement-type direction internal
receive
throughput
profile packet

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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outer-cos 2
outer-vlan 999
packet-size 1518
src-mac-addr 0012.3456.789a
profile traffic direction internal
rate-step kbps 10000 15000
duration time 100

双方向測定モード：方向：外部

ip sla 12345
service-performance type ethernet dest-mac-addr 00ab.cdef.1234 interface
TenGigabitEthernet0/0/4 service instance 1000
measurement-type direction external
receive
throughput
profile packet
outer-cos 2
outer-vlan 999
packet-size 1518
src-mac-addr 0012.3456.789a
profile traffic direction external
rate-step kbps 10000 15000

例：パッシブ測定モード

次に、パッシブ測定セッションの設定例を示します。

方向：外部

ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/11 service instance 300
measurement-type direction external
receive
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256

方向：内部

ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/11 service instance 300
measurement-type direction internal
receive
profile packet
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101
packet-size 256

IP SLA：サービスパフォーマンステスト
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例：双方向測定モード

次に、双方向測定モードのループバック設定例を示します。

方向：外部：

ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/11 service instance 300
measurement-type direction external
receive
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101

方向：内部：

ip sla 200
service-performance type ethernet dest-mac-addr 0000.0300.0301 interface GigabitEthernet
0/0/11 service instance 300
measurement-type direction internal
receive
profile packet
profile packet
inner-cos 5
outer-cos 5
inner-vlan 101
outer-vlan 101

IP SLAのその他の参考資料：サービスパフォーマンステ
スト

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command
List, All Releases』

Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP SLAs Command
Reference』

Cisco IOS IP SLAコマンド
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipsla/command/reference/sla_book.html


標準および RFC

タイトル標準/RFC

イーサネットサービスのアクティベーションテストの方法ITU-T
Y.1564

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれたTechnical Assistanceの場合★右

のURLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストー

ルして設定したり、シスコの製品やテクノロ

ジーに関する技術的問題を解決したりするた

めに使用してください。このWebサイト上の
ツールにアクセスする際は、Cisco.comのログ
イン IDおよびパスワードが必要です。
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