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LMMの前提条件
• Smart SFPは、フレーム損失率と可用性（LMMまたは LMRを使用した損失測定）が計算
されるポートに取り付ける必要があります。

• Smart SFPで、LMおよび DMに対して、連続性チェックメッセージ（CCM）を有効にす
る必要があります。

•タグなし EFP BDは、LMMの Smart SFPインターフェイスで設定する必要があります。

Smart SFPは、ISSUアップグレード後に、Cisco IOS XEリリース 3.12S以降を使用して稼働し
ているルータに取り付ける必要があります。ただし、Cisco IOS XEリリース 3.12Sよりも前の
バージョンを使用して稼働しているルータに Smart SFPを取り付ける必要がある場合は、ISSU
アップグレード後に IM OIRを実行し、ISSUアップグレード後に SSOを実行することを推奨
します。

（注）
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Smart SFPの制約事項
• Smart SFPは、デジタルオプティカルモニタリング（DOM）をサポートしていません。

• Smart SFPを使用するインターフェイスでサポートされるMEPSの最大数は 64です。

• LMMまたは遅延測定管理（DMM）のために、Smart SFPでは EFPの下に最大 2つのMEP
を設定できます。

•オフロードされた CC間隔は、EVC BD UP MEPではサポートされていません。

•パフォーマンス管理（PM）セッションは、1秒間隔で生成されます。サポートされる最大
セッション数は 1000です。

• 10ギガビットイーサネットインターフェイスでは、LMMはサポートされていません。

• 1つの Smart SFPは、アップまたはダウンMEPとしてのみ動作できます。

• MEPは cos LMまたは集約 LMごとに参加できますが、両方への参加はサポートされてい
ません。

• Y.1731測定は、ポートチャネルに接続されている Smart SFPではサポートされていませ
ん。

• MEPで開始または終了する UP MEP、CFM、および Y.1731メッセージは、LM統計では
考慮されません。

• LMMは、以下のカプセル化ではサポートされていません。

•タグなし

•優先順位タグ付き

•デフォルトのタグ付き

• EVC BD UP MEPの場合、パフォーマンス測定に参加している BD上のすべてのインター
フェイスにSmart SFPが取り付けられている必要がありますが、MEPに関連付けられてい
るコア方向のインターフェイスには標準 SFPが取り付けられている可能性があります。

• LMセッション用のMEPが設定されている Smart SFPが取り付けられたインターフェイス
で、タグなしの EVC BDを設定する必要があります。

•ロングパイプ QoSモデルをサポートするプラットフォームとの相互運用性には、cosから
expへのマッピングのための明示的なqosポリシーと、その逆方向のポリシーが必要です。

損失測定管理（LMM）に関する情報
損失測定管理は、Smart SFPを使用することで実現されます。

損失測定管理の設定
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Y.1731パフォーマンスモニタリング（PM）
Y.1731パフォーマンスモニタリング（PM）では、イーサネットのフレーム遅延、フレーム遅
延変動、フレーム損失、フレームスループット測定など、標準的なイーサネットPM機能が提
供されます。これらの測定は ITU-T Y-1731標準で規定され、メトロイーサネットフォーラム
（MEF）標準グループによって認定されています。勧告に従い、デバイスは 1000 ms間隔（1
秒につき 1000フレーム）で PMフレームを送信、受信、処理できなければなりません。所定
のサービスに対して推奨される最大伝送時間は 1000 ms（1秒につき 1000フレーム）です。

フレーム遅延やフレーム遅延変動などのサービスレベル契約（SLA）パラメータを測定するた
めに、少数の合成フレームがサービスとともにメンテナンスリージョンのエンドポイントへ送

信され、メンテナンスエンドポイント（MEP）が合成フレームに応答します。接続障害管理な
どの機能の場合、メッセージは送信頻度が低く、一方パフォーマンスモニタリングフレーム

はより頻繁に送信されます。

サービスプロバイダーネットワークでの ITU-T Y.1731パフォーマンスモニタリング

ITU-T Y.1731パフォーマンスモニタリングでは、標準規格ベースのイーサネットパフォーマ
ンスモニタリングが提供されます。これには、ITU-T Y.1731の仕様で概要が示され、メトロ
イーサネットフォーラム（MEF）によって解釈されているように、イーサネットフレーム遅
延、フレーム遅延変動、およびスループットの測定が含まれています。サービスプロバイダー

はサービスレベル契約（SLA）を提供します。SLAは、顧客がサービスに期待できるパフォー
マンスのレベルを示すものです。このドキュメントでは、SLAのイーサネットパフォーマンス
管理の側面について説明します。

フレーム遅延とフレーム遅延変動

フレーム遅延パラメータは、フレーム遅延とフレーム遅延変動のオンデマンドOAM測定に使
用できます。メンテナンスエンドポイント（MEP）を有効にして、フレーム遅延測定
（ETH-DM）情報を含むフレームを生成すると、ETH-DM情報を持つフレームが、同じメンテ
ナンスエンティティ内のピアMEPに定期的に送信されます。ピアMEPは、この定期的な交換
によって、診断期間中のフレーム遅延とフレーム遅延変動の測定を実行します。

MEPでは、ETH-DMをサポートするために次の特定の設定情報が必要です。

• MEGレベル：MEPが存在するMEGレベル

•プライオリティ

•転送速度

• ETH-DMの合計期間

MEPは、TxTimeStampf情報要素を使用して、ETH-DM情報を持つフレームを送信します。
TxTimeStampfは、ETH-DMフレームが送信されたときのタイムスタンプです。受信MEPは、
TxTimeStampf値を RxTimef値と比較できます。この値は ETH-DMフレームが受信された時間
であり、フレーム遅延 = RxTimef – TxTimeStampfという式を使用して一方向遅延が計算されま
す。

損失測定管理の設定
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一方向フレーム遅延測定（1DM）では、送信MEPと受信MEP両方のクロックが同期されてい
る必要があります。フレーム遅延変動を測定する場合は、クロック同期は必要なく、変動は

1DMまたはフレーム遅延測定メッセージ（DMM）とフレーム遅延測定応答（DMR）フレーム
の組み合わせを使用して測定できます。

クロックを同期することが現実的ではない場合は、双方向フレーム遅延測定だけを行うことが

できます。この場合、MEPは ETH-DM要求情報を含むフレームと TxTimeStampf要素を送信
し、受信MEPは ETH-DM応答情報を含むフレームと ETH-DM要求情報からコピーされた
TxTimeStampf値で応答します。

双方向フレーム遅延は（RxTimeb–TxTimeStampf）–（TxTimeStampb–RxTimeStampf）として計
算されます。ここで、RxTimebは ETH-DM応答情報を含むフレームが受信された時間です。
双方向のフレーム遅延と変動は、DMMと DMRフレームを使用して測定されます。

より正確な双方向フレーム遅延測定を可能にするために、ETH-DM要求情報を持つフレームに
応答するMEPは、ETH-DM応答情報に次の 2つの追加タイムスタンプを含めることもできま
す。

• RxTimeStampf：ETH-DM要求情報を持つフレームが受信された時間のタイムスタンプ。

• TxTimeStampb：ETH-DM応答情報を持つ送信フレームが送信された時間のタイムスタン
プ。

•このタイムスタンプは、DMMの動作に対してハードウェアレベルで発生します。

連続性と可用性に関連する障害が発生した場合、または既知のネットワークトポロジの変更が

発生した場合、フレーム損失、フレーム遅延、およびフレーム遅延変動の測定プロセスは中止

されます。

（注）

MIPは ETH-DM情報を持つフレームに対して透過的です。そのため、MIPは ETH-DM機能を
サポートするために情報を必要としません。

次の図は、Y.1731パフォーマンスモニタリングが使用されている一般的なネットワークの機能
の概要を示しています。

損失測定管理の設定
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図 1 : Y.1731パフォーマンスモニタリング

Smart SFPの概要
Smart SFPは、標準化されたプロトコルを使用してイーサネットサービスをモニタおよびトラ
ブルシューティングするためのソリューションを提供する光トランシーバモジュールです。ス

タンドアロンデバイスとして CFMおよび Y.1731プロトコルをサポートしています。

Smart SFPは、ルータで設定されたすべてのMEPの vlanごと、cosごとの統計を管理します。
Smart SFPが特定のMEPに一致する損失測定（LM）フレームを受信すると、特定のMEPに関
連付けられた統計情報が LMフレームに挿入されます。パフォーマンス管理（PM）をサポー
トするために、ルータはSmartSFPを使用して、vlanごと、cosごとのフレーム統計を管理し、
ローカルルータが送信元または宛先として使用されている場合にPMフレームの統計とタイム
スタンプを追加します。

ITU-T Y.1731で説明されている OAM機能により、次のパフォーマンスパラメータの測定が可
能になります。

•フレーム遅延とフレーム遅延変動

•フレームの損失率および可用性

イーサネットフレーム遅延およびフレーム遅延変動は、ETH-DM（タイムスタンプ）情報が含
まれた周期的フレームをピアMEPに送信し、ピアMEPから ETH-DM応答情報が含まれたフ
レームを受信することで測定されます。この間に、ローカルMEPはフレーム遅延とフレーム
遅延変動を測定します

ETH-LMは、ETH-LM（フレーム数）情報が含まれたフレームをピアMEPに送信し、同じく
ETH-LM応答情報が含まれたフレームをピアMEPから受信します。ローカルMEPはフレーム
損失測定を実行し、これによって利用不能時間が発生します。ニアエンドフレーム損失とは、

入力データフレームに関連するフレーム損失を指します。遠端フレーム損失とは、出力データ

フレームに関連するフレーム損失を指します。

損失測定管理の設定
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LMフレームに ETH-LM情報を埋め込むには、プラットフォームが vlanごと、cosごとの統計
を管理できる必要があり、LMフレームに存在する vlanおよび cosに基づいて、この統計を
LMフレームに挿入します。これは、ルータの Smart SFPによって実行されます。

接続性

パフォーマンスモニタリングの最初の手順では、接続性の検証を行います。接続性の検証には

接続性チェックメッセージ（CCM）が最適ですが、これはディザスタリカバリ用に最適化さ
れています。SLAとディザスタリカバリには時間的尺度に差があるため、CCMは通常は SLA
のコンポーネントとして認められません。したがって、接続性の検証には接続障害監理（CFM）
と接続性チェックデータベース（CCDB）が使用されます。CFMの詳細については、
『Configuring Ethernet Connectivity Fault Management in a Service Provider Network』を参照してく
ださい。

IP SLA
サービスプロバイダーイーサネットネットワークでネットワークのパフォーマンスメトリッ

クを収集するためのMetro-Ethernet用の IPサービスレベル契約（SLA）。SLMまたは DMの
詳細については、「IP SLA Metro-Ethernet 3.0（ITU-T Y.1731）動作の設定」を参照してくださ
い。

損失測定管理の設定
損失測定管理（LMM）は、SmartSFPを使用して実装された損失モニタリング機能です。LMM
機能は、ルータ上の損失および遅延トラフィック測定データをモニタするために開発されまし

た。

LMMの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance id ethernet name
5. encapsulation {default | dot1q | priority-tagged | untagged}
6. bridge-domain bridge-id [split-horizon group group-id]
7. rewrite ingress tag pop {1 | 2} symmetric
8. xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation {l2tpv3 [manual] |mpls [manual]} | pw-class

pw-class-name} [sequencing {transmit | receive | both}
9. cfm mep domain domain-namempid id
10. monitor loss counter priority value
11. end

損失測定管理の設定
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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）。
Router> 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

Router# configure terminal

設定用のギガビットイーサネットインターフェイ

スを指定し、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードを開始します。

interface type number

例：

Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0

ステップ 3

EFP（サービスインスタンス）を設定し、サービス
インスタンスコンフィギュレーションモードを開

始します。

service instance id ethernet name

例：

Device(config-if)# service instance 333 ethernet

ステップ 4

• id：番号が EFP識別子であることを指定しま
す。1～ 4000の整数です。

• ethernet name：設定済み EVCの名前を指定し
ます。

サービスインスタンスでは、EVC名
を使用する必要はありません。

（注）

この名前は、CFMドメインで設定さ
れた evc名と同じにする必要があり
ます。

（注）

特定の疑似回線セッション内の特定

のトラフィックフローのタグ付けプ

ロパティを設定するには、カプセル

化、dot1q、書き換えなどのサービス
インスタンス設定を使用します。

（注）

サービスインスタンスのカプセル化タイプを設定し

ます。

encapsulation {default | dot1q | priority-tagged |
untagged}

例：

ステップ 5

• default：すべての一致しないパケットを照合す
るように設定します。Router (config-if-srv)# encapsulation dot1q 10

• dot1q：802.1Qカプセル化を設定します。この
キーワードのオプションの詳細については、

「Encapsulation」を参照してください。

損失測定管理の設定
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目的コマンドまたはアクション

• priority-tagged：優先順位タグ付きフレーム、
VLAN識別子 0および CoS値 0～ 7を指定し
ます。

• untagged：タグなし VLANにマップします。
タグなしカプセル化は、ポートあたり 1つの
EFPのみに設定できます。

ブリッジドメイン識別子の設定指定できる範囲は1
～ 4000です。

bridge-domain bridge-id [split-horizon group group-id]

例：

ステップ 6

split-horizonキーワードを使用して、スプリットホ
ライズングループのメンバーとしてポートを設定

できます。group-idの範囲は 0～ 2です。

Router (config-if-srv)# bridge-domain 10

（任意）入力時にパケットに対してカプセル化の変

更を実行するように指定します。

rewrite ingress tag pop {1 | 2} symmetric

例：

ステップ 7

• pop 1：最も外側のタグをポップ（削除）しま
す。

Router (config-if-srv)# rewrite ingress tag pop
1 symmetric

• pop2：最も外側の2つのタグをポップ（削除）
します。

• symmetric—出力時に入力アクションが逆にさ
れるようにパケットを設定します。入力時にタ

グがポップされる場合は、出力時にタグがプッ

シュ（追加）されます。このキーワードは、

rewriteが正しく機能するために必要です。

イーサネットポートインターフェイスを接続回線

にバインドして、疑似配線を作成します。この例で

xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation {l2tpv3
[manual] |mpls [manual]} | pw-class pw-class-name}
[sequencing {transmit | receive | both}

ステップ 8

は、仮想回線（VC）101を使用して、PWを特定し
例： ます。リモート VLANが同じ VCで設定されてい

ることを確認します。Router (config-if-srv)# xconnect 10.1.1.2 101
encapsulation mpls

疑似回線設定用の IPルートを作成する場
合は、xconnectアドレス（LDPルータ識
別子またはループバックアドレス）から

ネクストホップ IPアドレスへのルートを
作成することを推奨します（ip route
10.30.30.2 255.255.255.255 10.2.3.4など）。

（注）

MEPのドメインと識別子を設定します。cfm mep domain domain-namempid id

例：

ステップ 9

Router (config-if-srv)# cfm mep domain SSFP-2
mpid 2

損失測定管理の設定
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目的コマンドまたはアクション

ルータのモニタ損失を設定します。monitor loss counter priority value

例：

ステップ 10

• priority value：Cos値を指定します。有効な値
は 0～ 7です。Router (config-if-srv)# monitor loss counter

priority 0-7

特権 EXECモードに戻ります。end

例：

ステップ 11

Device(config-if-srv)# end

シングルエンドイーサネットフレーム損失率動作用の送信者MEPの
設定

このタスクは、CiscoME 3600Xシリーズおよび 3800Xシリーズイーサネットアクセススイッ
チではサポートされていません。

（注）

宛先デバイスのリモート（ターゲット）MEPに関する情報を表示するには、showethernetcfm
maintenance-points remote コマンドを使用します。

（注）

送信元デバイスで送信者MEPを設定するには、次の作業を実行します。

始める前に

•サービスクラス（CoS）レベルのモニタリングは、動作の両端のデバイスで monitor loss
counterコマンドを使用して、イーサネットフレーム損失動作に関連付けられているMEP
で有効にする必要があります。コマンド情報については、『Cisco IOS Carrier Ethernet
Command Reference』を参照してください。設定情報の詳細については、「IP SLA
Metro-Ethernet 3.0（ITU-T Y.1731）動作の設定例」の項を参照してください。

Cisco IOSY.1731を実装することで、CoS値（CoSまたは集約CoS
の場合）に関係なく、EVCでフレームのフレーム損失をモニタリ
ングできます。設定情報の詳細については、「IP SLA
Metro-Ethernet 3.0（ITU-T Y.1731）動作の設定例」の項を参照し
てください。

（注）

損失測定管理の設定
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. ip sla operation-number
4. ethernet y1731 loss {LMM | SLM} [burst] domain domain-name { evc evc-id | vlan vlan-id} {

mpid target-mp-id |mac-address target-address} CoS CoS {source {mpid source-mp-id |
mac-address source-address}}

5. aggregate interval seconds
6. availability algorithm {sliding-window | static-window}
7. frame consecutive value
8. frame interval milliseconds
9. history interval intervals-stored
10. owner owner-id
11. exit
12. exit
13. ip sla reaction-configuration operation-number {react {unavailableDS | unavailableSD}

[threshold-type {average [number-of-measurements] | consecutive [occurrences] | immediate}]
[threshold-value upper-threshold lower-threshold]

14. ip sla logging traps
15. 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動作の設定を開始し、IP SLAコンフィギュ
レーションモードを開始します。

ip sla operation-number

例：

ステップ 3

Device(config-term)# ip sla 11

シングルエンドイーサネットフレーム損失率動作

の設定を開始し、IP SLA Y.1731損失コンフィギュ
レーションモードを開始します。

ethernet y1731 loss {LMM | SLM} [burst] domain
domain-name { evc evc-id | vlan vlan-id} {mpid
target-mp-id |mac-address target-address} CoS CoS
{source {mpid source-mp-id |mac-address
source-address}}

ステップ 4

•同時動作を設定するには、このコマンドでSLM
キーワードを使用します。各同時動作を単一の

例：

損失測定管理の設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-ip-sla)# ethernet y1731 loss LMM
IPSLA動作番号に追加するよう設定するには、
前述の 2つの手順を繰り返します。同時動作domain xxx vlan 12 mpid 34 CoS 4 source mpid 23

は、特定の EVC、CoS、およびリモートMEP
の組み合わせ、または特定のマルチポイント

EVCの複数のMEPに対してサポートされてい
ます。

CFMエラーがある場合は、mac-addressを
指定したセッションは非アクティブ化さ

れません。

（注）

（任意）のパフォーマンス測定が実施され、結果が

保存される時間の長さを設定します。

aggregate interval seconds

例：

ステップ 5

Device(config-sla-y1731-loss)# aggregate interval
900

（任意）使用されるアベイラビリティアルゴリズ

ムを指定します。

availability algorithm {sliding-window | static-window}

例：

ステップ 6

Device(config-sla-y1731-loss)# availability
algorithm static-window

（任意）アベイラビリティまたは非アベイラビリ

ティのステータスを判断するために使用される連続

測定の数を指定します。

frame consecutive value

例：

Device(config-sla-y1731-loss)# frame consecutive

ステップ 7

10

（任意）連続フレーム間の間隔を設定します。frame interval milliseconds

例：

ステップ 8

Device(config-sla-y1731-loss)# frame interval
100

（任意）IP SLAイーサネット動作の有効期間中に
保持する統計情報の配信数を設定します。

history interval intervals-stored

例：

ステップ 9

Device(config-sla-y1731-loss)# history interval
2

（任意）IP SLA動作のオーナーを設定します。owner owner-id

例：

ステップ 10

損失測定管理の設定
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目的コマンドまたはアクション

Device(config-sla-y1731-delay)# owner admin

IP SLAコンフィギュレーションモードを終了しま
す。

exit

例：

ステップ 11

Device(config-sla-y1731-delay)# exit

グローバルコンフィギュレーションモードに戻り

ます。

exit

例：

ステップ 12

Device(config-ip-sla)# exit

（任意）フレーム損失測定用の予防的しきい値モニ

タリングを設定します。

ip sla reaction-configuration operation-number {react
{unavailableDS | unavailableSD} [threshold-type
{average [number-of-measurements] | consecutive

ステップ 13

[occurrences] | immediate}] [threshold-value
upper-threshold lower-threshold]

例：

Device(config)# ip sla reaction-configuration 11
react unavailableDS

（任意）CISCO-RTTMON-MIBからの IP SLA syslog
メッセージをイネーブルにします。

ip sla logging traps

例：

ステップ 14

Device(config)# ip sla logging traps

特権 EXECモードに戻ります。exit

例：

ステップ 15

Device(config)# exit

次のタスク

このMEPの設定が完了したら、「IP SLA動作のスケジューリング」の項を参照して動作をス
ケジューリングします。

LMMの設定例
•次に、LMMの出力例を示します。

損失測定管理の設定
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!
interface GigabitEthernet0/1/4
no ip address
negotiation auto
service instance 3 ethernet e3
encapsulation dot1q 3
service-policy input set-qos
xconnect 20.20.20.20 3 encapsulation mpls
cfm mep domain SSFP-3 mpid 3
monitor loss counter

!

!
ip sla 3
ethernet y1731 loss LMM domain SSFP-3 evc e3 mpid 30 cos 1 source mpid 3
history interval 1
aggregate interval 120

ip sla schedule 3 life 140 start-time after 00:00:05
!

LMMの確認
• MEPドメインでの損失を表示するには、show ethernet cfmma {local | remote} コマンドを
使用します

Router# show ethernet cfm ma local

Local MEPs:
--------------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Name Lvl MacAddress Type CC
Ofld Domain Id Dir Port Id

MA Name SrvcInst Source
EVC name

--------------------------------------------------------------------------------
3 SSFP-3 3 0000.5c50.36bf XCON Y
No SSFP-3 Up Gi0/1/4 N/A

s3 3 Static
e3

2 SSFP-2 2 0000.5c50.36bf XCON Y
No SSFP-2 Up Gi0/1/4 N/A

s2 2 Static
e2

Total Local MEPs: 2

Router# show ethernet cfm ma remote

--------------------------------------------------------------------------------
MPID Domain Name MacAddress IfSt PtSt
Lvl Domain ID Ingress
RDI MA Name Type Id SrvcInst

EVC Name Age
Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------
20 SSFP-2 c471.fe02.9970 Up Up
2 SSFP-2 Gi0/1/4:(20.20.20.20, 2)
- s2 XCON N/A 2

e2 0s
MPID: 2 Domain: SSFP-2 MA: s2

30 SSFP-3 c471.fe02.9970 Up Up
3 SSFP-3 Gi0/1/4:(20.20.20.20, 3)
- s3 XCON N/A 3

損失測定管理の設定
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e3 0s
MPID: 3 Domain: SSFP-3 MA: s3

Total Remote MEPs: 2

•統計情報を表示するには、show ip sla interval-stastisticsコマンドを使用します。
Router# show ip sla history 3 interval-statistics

Loss Statistics for Y1731 Operation 3
Type of operation: Y1731 Loss Measurement
Latest operation start time: 09:19:21.974 UTC Mon Jan 20 2014
Latest operation return code: OK
Distribution Statistics:

Interval 1
Start time: 09:19:21.974 UTC Mon Jan 20 2014
End time: 09:21:21.976 UTC Mon Jan 20 2014
Number of measurements initiated: 120
Number of measurements completed: 120
Flag: OK

Forward
Number of Observations 101
Available indicators: 101
Unavailable indicators: 0
Tx frame count: 1000000
Rx frame count: 1000000
Min/Avg/Max - (FLR % ): 0:7225/000.00%/0:7225

Cumulative - (FLR % ): 000.0000%
Timestamps forward:
Min - 09:21:08.703 UTC Mon Jan 20 2014
Max - 09:21:08.703 UTC Mon Jan 20 2014

Backward
Number of Observations 99
Available indicators: 99
Unavailable indicators: 0
Tx frame count: 1000000
Rx frame count: 1000000
Min/Avg/Max - (FLR % ): 0:1435/000.00%/0:1435

Cumulative - (FLR % ): 000.0000%
Timestamps backward:
Min - 09:21:08.703 UTC Mon Jan 20 2014
Max - 09:21:08.703 UTC Mon Jan 20 2014

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mcl/allreleasemcl/all-book.htmlCisco IOSコマンド
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標準および RFC

タイト

ル

標準/RFC

—このマニュアルに記載された機能によってサポートされている特定の標準規格およ

び RFCはありません。

MIB

MIBのリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSリリース、およびフィーチャセットに関するMIB
を探してダウンロードするには、次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

—

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

シスコのサポートWebサイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関
するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュア

ルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供していま

す。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco
Notification Service（FieldNoticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）フィードなどの各種サービ
スに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com
のユーザ IDおよびパスワードが必要です。

Smart SFPによる損失測定管理（LMM）の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

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。

損失測定管理の設定
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表 1 : Smart SFPによる損失測定管理（LMM）の機能情報

機能情報リリース機能名

この機能は、Cisco ASR 920シリーズアグリ
ゲーションサービスルータ

（ASR-920-12CZ-A、ASR-920-12CZ-D、
ASR-920-4SZ-A、ASR-920-4SZ-D）に導入され
ました。

Cisco IOS XE Release
3.13.0S

Smart SFPによる損失測
定管理（LMM）
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