
MPLS トラフィックエンジニアリングの実
装

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでのMPLSトラフィックエンジニアリン
グの実装方法について説明します。

マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）は、Internet Engineering Task Force（IETF）が推
進する標準ベースのソリューションで、インターネットおよび IPバックボーンをベストエフォー
ト型ネットワークからビジネスクラスのトランスポートメディアに変換します。

ラベルスイッチング機能を備えたMPLSにより、IPルートの検索の必要がなくなり、仮想回線
（VC）スイッチング機能が提供されます。これにより企業は、フレームリレーや非同期転送モー
ド（ATM）などの従来のネットワークの場合と同様のパフォーマンスを IPベースのネットワー
クサービスで実現できます。

MPLSトラフィックエンジニアリング（MPLS-TE）ソフトウェアにより、MPLSバックボーンは
レイヤ 2ATMおよびフレームリレーネットワークのTE機能を複製および拡張できます。MPLS
は、レイヤ 2テクノロジーとレイヤ 3テクノロジーを統合したものです。従来のレイヤ 2機能
をレイヤ3で使用可能にすることで、MPLSはトラフィックエンジニアリングを可能にしていま
す。したがって、レイヤ 2ネットワークの上にレイヤ 3ネットワークを重ねることによっての
み可能になる機能を、1層のネットワーク内で実現できます。

MPLS-TE の実装の機能履歴

変更箇所リリース

この機能が導入されました。Release 3.7.2

MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）：パス保護
機能が追加されました。

Release 3.9.0

MPLS-TE自動帯域幅機能がサポートされます。Release 3.9.1
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変更箇所リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

• AutoTunnelバックアップ

• MPLS-TE自動帯域幅

• SRLG（共有リスクリンクグループ）

Release 4.0.0

次の機能に対するサポートが追加されました。

• MPLS-TEでの Intermediate System-to-Intermediate
System過負荷ビット設定の無視

• Point-to-Multipoint Traffic-Engineering

Release 4.1.0

Auto-Tunnelメッシュ機能が追加されました。リリース 4.1.1

次の機能に対するサポートが追加されました。

• Soft-Preemption

•パスオプション属性

リリース 4.2.0

• Cisco MPLSトラフィックエンジニアリングの実装の前提条件, 2 ページ

• Cisco MPLSトラフィックエンジニアリングの実装の制約事項, 3 ページ

• MPLSトラフィックエンジニアリングの実装に関する情報, 3 ページ

• トラフィックエンジニアリングの実装方法, 43 ページ

• Cisco MPLS-TEの設定例, 155 ページ

• その他の参考資料, 174 ページ

Cisco MPLS トラフィックエンジニアリングの実装の前提
条件

MPLS TEを実装するには、次の前提条件が必要です。

• Youmust be in a user group associated with a task group that includes the proper task IDs. The command
reference guides include the task IDs required for each command. If you suspect user group assignment
is preventing you from using a command, contact your AAA administrator for assistance.

• Cisco IOS XR softwareを実行するルータ。
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•インストール済みの複合ミニイメージおよびMPLSパッケージ、または完全な複合イメー
ジ。

•有効化されている IGP。

Cisco MPLS トラフィックエンジニアリングの実装の制約
事項

GigabitEthernetおよび TenGigEラインカードをサポートするMPLS-TE高速再ルーティング機能に
加えて、この現在のリリースでは、8ポート OC-12 SPA、2ポート OC-48 SPA、1ポート OC-192
SPA、および Cisco ASR 9000シリーズ SPAインターフェイスプロセッサ 700もサポートされま
す。この機能は、SPAラインカードのメインインターフェイスでもサポートされますが、サブイ
ンターフェイスではサポートされません。 2ポートチャネライズド OC-12 SPAまたは 1ポート
チャネライズド OC-48 SPAではMPLS-TE高速再ルーティング機能のサポートはありません。

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装に関する情
報

MPLS-TEを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

MPLS トラフィックエンジニアリングの概要
MPLS-TEソフトウェアを使用すると、MPLSバックボーンで、レイヤ 2 ATMおよびフレームリ
レーネットワークが持つトラフィックエンジニアリングの能力を再現し、その上で機能を拡張す

ることができます。MPLSは、レイヤ 2テクノロジーとレイヤ 3テクノロジーを統合したもので
す。従来のレイヤ 2機能をレイヤ 3で使用可能にすることで、MPLSはトラフィックエンジニア
リングを可能にしています。したがって、レイヤ 2ネットワークの上にレイヤ 3ネットワークを
重ねることによってのみ可能になる機能を、1層のネットワーク内で実現できます。

MPLS-TEは、サービスプロバイダーおよびインターネットサービスプロバイダー（ISP）のバッ
クボーンに不可欠です。このようなバックボーンは、伝送容量の大量使用をサポートしている必

要があります。また、リンク障害やノード障害に耐えられるように、復元力が非常に高いネット

ワークである必要があります。MPLS-TEによって、統合型のトラフィックエンジニアリングが
可能になります。MPLSを使用すると、レイヤ 3にトラフィックエンジニアリング機能が統合さ
れ、バックボーンの容量とトポロジによる制約を前提に、IPトラフィックのルーティングが最適
化されます。

関連トピック

MPLS-TEトンネル上での転送の設定, （49ページ）
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MPLS トラフィックエンジニアリングの利点
MPLS-TEを使用すると、ISPは、スループットと遅延の点で最善のサービスをユーザに提供する
ためにネットワークトラフィックをルーティングできます。トラフィックエンジニアリングで

は、サービスプロバイダーの効率を高めることによって、ネットワークのコストを削減します。

現在、一部の ISPは、オーバーレイモデルを基礎としてサービスを提供しています。オーバーレ
イモデルでは、送信施設はレイヤ2スイッチングによって管理されます。ルータはフルメッシュ
の仮想トポロジだけを認識し、ほとんどの宛先が 1ホップ離れて出現します。明示的なレイヤ 2
転送レイヤを使用する場合、トラフィックが使用可能な帯域幅を使用する方法を正確に制御でき

ます。ただし、オーバーレイモデルには、数多くのデメリットがあります。MPLS-TEでは、個
別のネットワークを稼働させることも、スケーラブルではないフルメッシュのルータ相互接続を

使用することもなく、オーバーレイモデルの TEの利点が得られます。

MPLS-TE の動作の仕組み
MPLS-TEでは、RSVPを使用して、バックボーン上でラベルスイッチドパス（LSP）を自動的に
確立および維持します。 LSPで使用されるパスは、LSPリソース要件とネットワークリソース
（帯域幅など）によって決まります。使用可能なリソースは、リンクステートベースの内部ゲー

トウェイプロトコル（IGP）に対する拡張機能を使用してフラッディングされます。

MPLS-TEトンネルは、必要なリソースと使用可能なリソースの適合の度合いに基づいてLSPヘッ
ドエンドルータで計算されます（制約ベースのルーティング）。 IGPは、これらの LSPにトラ
フィックを自動的にルーティングします。

通常、MPLS-TEバックボーンを通過するパケットは、入力ポイントと出力ポイントを接続する単
一の LSP上を伝送されます。MPLS-TEは、次のメカニズム上に構築されます。

トンネルインターフェイス

レイヤ2の観点では、MPLSトンネルインターフェイスはLSPのヘッドエンドを表します。
これは、帯域幅要件、メディア要件、プライオリティなどの一連のリソース要件を使用して

設定されます。レイヤ 3の観点では、LSPトンネルインターフェイスはトンネル宛先への
単一方向仮想リンクのヘッドエンドです。

MPLS-TEパス計算モジュール

この計算モジュールは LSPヘッドエンドで動作します。このモジュールは、LSPで使用す
るパスを決定します。パス計算では、フラッディングされたトポロジおよびリソース情報

を含むリンクステートデータベースが使用されます。

TE拡張機能を備えた RSVP

RSVPは各 LSPホップで動作し、計算されたパスに基づいて LSPのシグナリングおよび維
持のために使用されます。
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MPLS-TEリンク管理モジュール

このモジュールは各 LSPホップで動作し、RSVPシグナリングメッセージに対するリンク
コールアドミッションを実行し、フラッディングされるトポロジおよびリソース情報のブッ

クキーピングを行います。

リンクステート IGP（それぞれがトラフィックエンジニアリング拡張機能を備えた Intermediate
System-to-Intermediate System（IS-IS）または Open Shortest Path First（OSPF））

これらの IGPは、リンク管理モジュールからトポロジおよびリソース情報をグローバルに
フラッディングするために使用されます。

リンクステート IGP（IS-ISまたは OSPF）で使用される Shortest Path First（SPF）計算の拡張

IGPは、トンネル宛先に基づいて適切なLSPトンネルにトラフィックを自動的にルーティン
グします。また、スタティックルートを使用して、LSPトンネルにトラフィックを誘導す
ることもできます。

ラベルスイッチングフォワーディング

この転送メカニズムは、レイヤ 2と類似の機能をルータに提供し、RSVPシグナリングに
よって確立されたLSPの複数のホップを経由してトラフィックを誘導できるようにします。

バックボーンのエンジニアリングを行う方法の 1つは、すべての入力デバイスからすべての出力
デバイスまでのトンネルのメッシュを定義することです。MPLS-TEパス計算モジュールおよびシ
グナリングモジュールは、これらのトンネルのLSPで使用されるパスを、リソースのアベイラビ
リティとネットワークの動的な状態に基づいて決定します。

（入力デバイスで動作する）IGPは、どの出力デバイスにどのトラフィックを送信するかを決定
し、入力から出力へのトンネルにそのトラフィックをステアリングします。入力デバイスから出

力デバイスへのフローが大きいため、単一のリンクに収まらず、単一のトンネルでは伝送できな

くなる可能性があります。この場合、特定の入力および出力の間に複数のトンネルを設定し、

ロードシェアリングを使用してそれらのトンネルの間でフローを分散することができます。

関連トピック

MPLS-TEトポロジの作成, （43ページ）
MPLS-TEトンネルの作成, （46ページ）
MPLS-TEトポロジおよびトンネルの作成：例, （155ページ）

MPLS トラフィックエンジニアリング
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）は、Internet Engineering Task Force（IETF）によ
り指定されたフレームワークであり、ネットワークを介するトラフィックフローの効率的な指

定、ルーティング、転送、およびスイッチングを可能にします。

TEは、優先度が高いトラフィックに十分な帯域幅を使用できるように、帯域幅割り当てを調整す
るプロセスです。
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MPLS TEでは、上流のルータが特定のトラフィックストリームのネットワークトンネルを作成
してから、そのトンネルに使用可能な帯域幅を設定します。

バックアップ AutoTunnels
MPLSトラフィックエンジニアリング AutoTunnelバックアップ機能を使用すると、ルータは、
MPLSTEトンネルを使用して設定されたインターフェイスでバックアップトンネルをダイナミッ
クに構築できます。この機能によって、ルータは、必要なときにバックアップトンネルをダイナ

ミックに構築できます。これにより、MPLSTEトンネルをスタティックに構築する必要がなくな
ります。

MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）：AutoTunnelバックアップ機能には次の利点があり
ます。

•バックアップトンネルは自動的に構築されるため、ユーザが各バックアップトンネルを事
前に設定し、保護対象のインターフェイスにそのバックアップトンネルを割り当てる必要は

ありません。

•保護は拡張されます。ただし、TEトンネルを使用していない IPトラフィック、または TE
トンネルを使用していないラベル配布プロトコル（LDP）ラベルはFRRで保護されません。

この機能は、次の障害から保護します。

• P2Pトンネル NHOP保護：関連する P2P保護トンネルのリンク障害から保護します。

• P2Pトンネル NNHOP保護：関連する P2P保護トンネルのノード障害から保護します。

• P2MPトンネル NHOP保護：関連する P2MP保護トンネルのリンク障害から保護します。

関連トピック

AutoTunnelバックアップのイネーブル化, （57ページ）

AutoTunnelバックアップの削除, （59ページ）

高速再ルーティングが可能な TE LSPを保護するためのMPLSバックアップ自動トンネルの確
立, （60ページ）
リンク保護を使用したネクストホップトンネルの確立, （62ページ）
MPLS-TE Auto-Tunnelバックアップの設定：例, （165ページ）

リンク保護

LSPのパスの単一リンクだけをバイパスするバックアップトンネルが、リンク保護を提供しま
す。パス上のリンクに障害が発生した場合、バックアップトンネルは、LSPのトラフィックをネ
クストホップにリルートする（障害の発生したリンクをバイパスする）ことによってLSPを保護
します。これらは、障害ポイントの向こう側にあるLSPのネクストホップで終端するため、NHOP
バックアップトンネルと呼ばれます。
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この図は、リンク保護を示しています。

図 1：リンク保護

ノード保護

LSPパスに沿ったネクストホップノードをバイパスするバックアップトンネルは、LSPのネクス
トホップノードの次のノードで終端して、結果としてネクストホップノードをバイパスするた

め、NNHOPバックアップトンネルと呼ばれます。リンク障害またはノード障害のノードアップ
ストリームで、ノード障害を避けてLSPとトラフィックがネクストホップノードにリルートされ
るようにすることにより、LSPが保護されます。また、NNHOPバックアップトンネルは、障害
の発生したリンクおよびノードをバイパスするため、リンク障害からの保護も提供しています。

この図は、ノード保護を示しています。

図 2：ノード保護

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x    
   OL-26056-02-J 7

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
MPLS トラフィックエンジニアリング



AutoTunnel 割り当てのバックアップ

トンネルのヘッドポイントまたはミッドポイントで、バックアップ割り当ては、FRR保護のため
に指定されたプライマリトンネルを保護するために適したバックアップを見つけます。

バックアップ割り当てロジックは、プライマリトンネルで使用される出力インターフェイスで設

定されているバックアップのタイプに基づいて異なる方法で実行されます。設定されているバッ

クアップタイプは次のとおりです。

•スタティックバックアップ

• AutoTunnelバックアップ

•バックアップなし（この場合、バックアップ割り当ては実行されず、トンネルは保護されま
せん）。

スタティックバックアップとバックアップ AutoTunnelが同じインターフェイ
スまたはリンク上に共存することはできません。

（注）

バックアップ AutoTunnel割り当てでは、ノード保護は常にリンク保護よりも
優先されます。

（注）

バックアップAutoTunnel機能が正常に動作する順序で、次の設定をグローバルコンフィギュレー
ションレベルで適用する必要があります。

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback 0

ループバック 0がルータ IDとして使用されます。（注）

明示パス

明示パスを使用して、次のようにバックアップ自動トンネルが作成されます。

NHOPバックアップ AutoTunnelの場合：

• NHOPでは、保護されたリンクのローカル IPアドレスが除外されます。

• NHOPでは、保護されたリンクのリモート IPアドレスが除外されます。

•明示パス名は、_autob_nhop_tunnelxxxです。ここで、xxxは、ダイナミックに作成されたバッ
クアップトンネル IDと一致します。

NNHOPバックアップ AutoTunnelの場合：

• NNHOPでは、保護されたリンクのローカル IPアドレスが除外されます。
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• NNHOPでは、保護されたリンクのリモート IPアドレス（ネクストホップのリンクアドレ
ス）が除外されます。

• NNHOPでは、保護されたプライマリトンネルネクストホップの NHOPルータ IDが除外さ
れます。

•明示パス名は、_autob_nnhop_tunnelxxxです。ここで、xxxは、ダイナミックに作成された
バックアップトンネル IDと一致します。

定期的なバックアッププロモーション

低的なバックアッププロモーションは、すでに保護されているプライマリトンネルにより適切な

バックアップを見つけて、割り当てようとします。

AutoTunnelバックアップを使用すると、NHOPおよび NNHOP AutoTunnelバックアップの両方が
作成される場合、唯一のシナリオでは、2つのバックアップが同じプライマリトンネルを保護で
きます。NHOPおよびNNHOPバックアップトンネルが起動するとすぐに、バックアップ割り当
てが行われます。そのため、定期的なプロモーションを待機する必要はありません。

AutoTunnelバックアップの例外はありませんが、定期的なバックアッププロモーションは、
AutoTunnelバックアップによって保護されるプライマリトンネルに影響を与えません。

1つの例外は、ユーザが mpls traffic-eng fast-reroute timers promotionコマンドを使用して手動に
よるプロモーションをトリガーしたときです。この場合、バックアップ割り当てまたはプロモー

ションは、保護されないトンネルを含む、すべてのFRR保護のプライマリトンネルでトリガーさ
れます。これによって、必要なAutoTunnelバックアップがまだ作成されていないときに、コマン
ドが時間枠内に入力された場合に、一部のAutoTunnelバックアップがただちに作成されることが
あります。

mpls traffic-eng fast-reroute timers promotion secグローバルコンフィギュレーションコマンドを
使用して、定期的なプロモーションタイマーを設定できます。値の範囲は 0～ 604800秒です。

定期的なプロモーションタイマーに値 0を指定すると、定期的なプロモーションがディセー
ブルになります。

（注）

プロトコルベース CLI
Cisco IOS XR softwareは、プロトコルベースコマンドラインインターフェイスを提供します。
CLIには、MPLS-TEによってサポートされる複数の IGPプロトコルで使用できるコマンドが用意
されています。
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差別化サービストラフィックエンジニアリング

MPLS差別化サービス（Diff-Serv）対応トラフィックエンジニアリング（DS-TE）は、通常の
MPLS-TE機能の拡張です。通常のトラフィックエンジニアリングでは、異なるトラフィックク
ラスへの帯域幅保証は提供されません。単一帯域幅の制約は、すべてのトラフィックで共有され

る通常の TEで使用されます。さまざまなサービスクラス（CoS）をサポートするため、ユーザ
は、複数の帯域幅制約を設定できます。これらの帯域幅は、その制約を使用してトラフィックク

ラスの要件に基づいて扱うことができます。

MPLS DS-TEでは、MPLS対応インターフェイスに複数の帯域幅制約を設定できます。設定され
ているすべての帯域幅制約から使用できる帯域幅は、IGPを使用してアドバタイズされます。 TE
トンネルは、帯域幅値およびクラスタイプ要件で設定されます。パス計算および管理制御では、

帯域幅およびクラスタイプが考慮されます。 RSVPは、帯域幅およびクラスタイプ要件での TE
トンネルのシグナリングに使用されます。

MPLS DS-TEは、帯域幅計算に Russian Doll Model（RDM）またはMaximum Allocation Model
（MAM）のいずれかを使用して導入されます。

Cisco IOS XRソフトウェアは、先行標準と IETFの 2つの DS-TEモードをサポートします。

関連トピック

DiffServ-TE帯域幅の確認
帯域幅設定（MAM）：例
帯域幅設定（RDM）：例

先行標準 DS-TE モード
先行標準 DS-TEでは、RSVPシグナリングおよび IGPアドバタイズにシスコ独自のメカニズムを
採用しています。この DS-TEモードには、サードパーティベンダー製機器との相互運用性はあ
りません。先行標準DS-TEをイネーブルにするには、MPLS対応のインターフェイスでサブプー
ル帯域幅の値を設定する必要があります。

先行標準Diff-Serve TEモードでは、グローバルプールとサブプールの 2つの帯域幅を持つ単一の
帯域幅制約モデル Russian Doll Model（RDM）がサポートされます。

先行標準 DS-TEモードでは、TEクラスマップは使用されません。

関連トピック

先行標準 DS-TEトンネルの設定, （64ページ）
IETF DS-TEトンネルの設定：例, （157ページ）

IETF DS-TE モード
IETFDS-TEモードは、RSVPおよび IGPに IETF定義の拡張機能を使用します。このモードには、
サードパーティベンダー製機器との相互運用性があります。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x
10 OL-26056-02-J  

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
差別化サービストラフィックエンジニアリング

b_mpls_cg42asr9k_chapter_010.pdf#unique_114
b_mpls_cg42asr9k_chapter_010.pdf#unique_120
b_mpls_cg42asr9k_chapter_010.pdf#unique_121


IETFモードでは、RDMおよびMAM（両方とも 2つの帯域幅プールを使用）を含む複数の帯域幅
制約モデルがサポートされます。 IETFDS-TEネットワークでは、すべてのノードで同一の帯域幅
制約モデルを設定する必要があります。

TEクラスマップは IETF DS-TEモードで使用され、ネットワーク内のすべてのノードでの方法と
同じ方法で設定する必要があります。

帯域幅制約モデル

IETF DS-TEモードでは、RDMおよびMAM帯域幅制約モデルがサポートされます。両方のモデ
ルで最大 2つの帯域幅プールがサポートされます。

Cisco IOS XRソフトウェアには、帯域幅制限モデルを切り替えるためのグローバルコンフィギュ
レーションが用意されています。代替の帯域幅制約モデルにスワップする前に、帯域幅制約を事

前に設定するには、両方のモデルを単一のインターフェイスで設定できます。

帯域幅制約モデルまたは設定情報を変更すると、NSFは保証されません。（注）

デフォルトでは、先行標準モードと IETFモードの両方で使用するデフォルトの帯域幅制限モデル
は RDMです。

最大割り当て帯域幅制約モデル

MAM制約モデルには、次の特性があります。

•使いやすく、直感的。

•クラスタイプ間での分離。

•同時に、分離、帯域幅効率、および QoSの低下の防止を実現。

関連トピック

MAMを使用した IETF DS-TEトンネルの設定, （69ページ）

Russian Doll 帯域幅制約モデル

RDM制約モデルには、次の特性があります。

•異なるクラスタイプ間で帯域幅を高度に共有できます。

•同時に帯域幅効率とすべてのクラスタイプの QoS低下の防止を可能にします。

•各クラスタイプで帯域幅の共有が保証されるようなクラスタイプ間の分離、帯域幅効率、
およびすべてのクラスタイプの QoS低下の防止を同時に実現するために、プリエンプショ
ンとともに使用されることを指定します。
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プリエンプションの使用が除外される DS-TE環境で RDMを使用しないことを推奨します。
RDMは帯域幅効率とクラスタイプの QoS低下の防止を可能にしますが、クラスタイプ間の
分離は保証しません。

（注）

関連トピック

RDMを使用した IETF DS-TEトンネルの設定, （66ページ）

TE クラスマッピング
IGPでアドバタイズできる 8つの帯域幅値のそれぞれが TEクラスに対応します。 IGPは 8つの帯
域幅値のみをアドバタイズするため、IETF DS-TEネットワークでサポートされる TEクラスは最
大で 8つのみである可能性があります。

TEクラスマッピングは、DS-TEドメイン内のすべてのルータで完全に同じでなければなりませ
ん。一貫性を自動的に検査または強制する方法はないため、これらの設定を正しく設定するの

は、オペレータの役割です。

オペレータは、有効な TEクラスを構成するために TEトンネルクラスタイプとプライオリティ
レベルを設定する必要があります。 TEクラスマップ設定を変更すると、すでにアップしている
トンネルがダウンになります。有効な TEクラスマップが見つかった場合は、ダウン状態のトン
ネル設定できます。

デフォルトの TEクラスと属性が示されています。デフォルトマッピングには 4つのクラスタイ
プが含まれています。

表 1：TE クラスとプライオリティ

プライオリティクラスタイプTE クラス

700

711

—未使用2

—未使用3

004

015

—未使用6

—未使用7
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フラッディング

設定されているすべての帯域幅プールで使用可能な帯域幅は、新規 TEトンネルの設定時に正確
な制約パスを計算するためにネットワークでフラッディングされます。フラッディングは、IGP
プロトコル拡張機能とメカニズムを使用して、帯域幅がネットワークにフラッディングするタイ

ミングを決定します。

フラッディングトリガー

TEリンク管理（TE-Link）は、次の場合に、ネットワークにフラッディングする、グローバルプー
ルとサブプールの両方の使用可能な帯域幅と最大帯域幅について IGPに通知します。

•定期的なタイマーが期限切れになった（これは、帯域幅プールタイプに依存しません）。

•トンネル起点ノードには、使用可能なグローバルプール帯域幅またはサブプール帯域幅のい
ずれかに関する最新ではない情報があり、これによってミッドポイントでトンネルアドミッ

ション障害が発生します。

•消費される帯域幅が、ユーザ設定のしきい値を超過した。グローバルプールとサブプール
の両方に同じしきい値が使用されます。いずれかの帯域幅がしきい値を超過すると、両方の

帯域幅がフラッディングします。

フラッディングしきい値

フラッディングは一般に、ネットワークに負担をかける可能性があります。これは、すべてのルー

タがこれらの更新を送信して処理する必要があるためです。不定期のフラッディングにより、ト

ンネルヘッド（トンネル発信元ノード）の情報が最新ではなくなり、これが原因でトンネルアド

ミッションがミッドポイントで失敗します。

一連のしきい値を設定することで、フラッディングの頻度を制御できます。（1つ以上のプライ
オリティレベルで）ロックされた帯域幅がいずれかのしきい値を超過すると、フラッディングが

トリガーされます。

しきい値は、ロックされている、使用可能な最大帯域幅（グローバルプール）の割合と、ロック

されている、使用可能な保証されている最大帯域幅（サブプール）の割合に適用されます。 1つ
以上のプライオリティレベルで、これらのいずれかの割合がしきい値を超過すると、フラッディ

ングがトリガーされます。

グローバルプール TEトンネルをセットアップすると、サブプールトンネルに割り当てられ
たロックされた帯域幅が少なくなります（また、そのためにしきい値を超過します）。同様

に、サブプール TEトンネルのセットアップが原因で、グローバルプール TEトンネルのロッ
クされた帯域幅がしきい値を超過することがあります。そのため、サブプール TEおよびグ
ローバルプールTEトンネルは、しきい値によってフラッディングがトリガーされるときに相
互に影響を与える可能性があります。

（注）
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高速再ルーティング

高速再ルーティング（FRR）は、LSPにリンク保護を提供し、リンクで障害が発生したLSPによっ
て送信されたトラフィックを、障害を避けて再ルーティングできるようにします。再ルーティン

グの決定は、障害の発生したリンクに接続されているルータによって、ローカルに制御されます。

トンネルのヘッドエンドルータには、IGPまたは RSVPからリンク障害が通知されます。リンク
障害を通知されると、ヘッドエンドルータは、障害をバイパスする新しいLSPを確立しようとし
ます。これによって、障害が発生したリンクを再確立するためのパスが提供され、データ転送が

保護されます。

FRR（リンクまたはノード）は、通常の TEトンネルと同じ方法でサブプールトンネルを通じて
サポートされます。特に、特定のリンクでリンク保護がアクティブ化されると、FRRに適した
TEトンネルは、サブプールトンネルまたはグローバルプールトンネルかに関係なく、保護 LSP
にリダイレクトされます。

LSP単位で FRRを設定する機能によって、異なる帯域幅プールのトンネルにさまざまなレベ
ルの迅速な復元を提供できます。

（注）

バックアップトンネルパスでは、次の要件に注意する必要があります。

•バックアップトンネルは、保護する要素を通過できません。

•プライマリトンネルとバックアップトンネルは、ローカル修復ポイント（PLR）とマージ
ポイント（MP）の、パス上の少なくとも2つのポイント（ノード）を交差する必要がありま
す。 PLRは、バックアップトンネルのヘッドエンドであり、MPはバックアップトンネル
のテールエンドです。

パスで複数の保護を使用してTEトンネルを設定する際に、マージポイントが複数の保護で同
じノードである場合、そのトンネルのレコードルートを設定する必要があります。

（注）

関連トピック

高速再ルーティングを使用したMPLSトンネルの保護, （52ページ）

リンクバンドル上の MPLS-TE および高速再ルーティング
MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）と高速再ルーティング（FRR）は、バンドルイン
ターフェイスおよび仮想ローカルエリアネットワーク（VLAN）インターフェイスでサポートさ
れます。VLANを介した双方向フォワーディング検出（BFD）は、50ミリ秒未満のスイッチオー
バー時間を取得するために FRRトリガーとして使用されます。

次のリンクバンドルタイプは、MPLS-TEまたは FRRでサポートされます。
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•イーサネットリンクバンドル上。

•イーサネットリンクバンドル上の VLAN上。

•リンクの数は、MPLS-TEと FRRでは 100に制限されます。

• VLANは、イーサネットインターフェイス（たとえば、GigabitEthernetと TenGigE）を通過
します。

FRRは、次の方法でバンドルインターフェイス上でサポートされます。

•バンドルインターフェイス上での FRRをトリガーするためのしきい値として最小リンクが
使用されます。

• FRRをトリガーするためのしきい値として使用可能な最小の合計帯域幅が使用されます。

MPLS-TE での Intermediate System-to-Intermediate System 過負荷ビット
設定の無視

Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）過負荷ビットの無効化機能を使用すると、ネッ
トワーク管理者は、RSVP-TEラベルスイッチドパス（LSP）内のルータで Intermediate
System-to-IntermediateSystem（IS-IS）過負荷ビットが設定されているときに、そのパスがディセー
ブルにならないようにできます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のコマンドを使用してアクティブ化します。
mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、このコマンドの no形式を使用して非アクティブ化します。
no mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化機能をアクティブ化すると、過負荷ビットが設定されたすべてのノード
（ヘッドノード、ミッドノード、テールノードを含む）が無視されます。これは、これらのノー

ドを引き続き RSVP-TEラベルスイッチドパス（LSP）で使用できることを意味します。この機
能を使用すると、過負荷状態のノードを CSPFに含めることができます。

IS-IS OLA の拡張オプション

次の拡張オプションを使用して、IS-IS過負荷ビット無効化の設定を制限できます。

• path-selection ignore overload head

ヘッドルータで IS-ISによって set-overload-bitが設定されている場合、トンネルはアップ状
態のままになります。過負荷状態のノードを始点とする LSPのCSPF中に過負荷を無視しま
す。それ以外の場合（ミッド、テール、またはその両方）はすべて、トンネルはダウン状態

のままになります。

• path-selection ignore overload mid

ミッドルータで IS-ISによって set-overload-bitが設定されている場合、トンネルはアップ状
態のままになります。過負荷状態のノードを通過する LSPの CSPF中に過負荷を無視しま
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す。それ以外の場合（ヘッド、テール、またはその両方）はすべて、トンネルはダウン状態

のままになります。

• path-selection ignore overload tail

末尾のルータで IS-ISによって set-overload-bitが設定されている場合、トンネルはアップ状
態のままになります。過負荷状態のノードを終点とする LSPのCSPF中に過負荷を無視しま
す。それ以外の場合（ヘッド、ミッド、またはその両方）はすべて、トンネルはダウン状態

のままになります。

• path-selection ignore overload

どのルータで IS-ISによって set-overload-bitが設定されたかに関係なく、トンネルはアップ
状態のままです。

どのオプション（ヘッドノード、ミッドノード、テールノードなど）も選択

しない場合、すべてのノードに同じ動作が適用されます。この動作には本質

的に後方互換性があります。

（注）

IS-IS過負荷無効化関連のコマンドに関する詳細については、 Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router MPLS Command Referenceを参照してください。

関連トピック

MPLS-TEでの統合 Ignore IS-IS過負荷ビットの設定, （75ページ）
MPLS-TEでの Ignore IS-IS過負荷ビットの設定：例, （157ページ）

柔軟な名前ベースのトンネル制約

MPLS-TEの柔軟な名前ベースのトンネル制約は、MPLS-TEトンネルのパスを計算するために、
リンク属性とパスアフィニティを簡単かつより柔軟に設定する方法を提供します。

従来のTEスキームでは、リンクは、OpenShortest Path First（OSPF）などの InteriorGatewayProtocol
（IGP）を使用して、TEリンクステートパラメータが設定されてフラッディングされるattribute-flags
で設定されます。

MPLS-TEの柔軟な名前ベースのトンネル制約を使用すると、32ビットの 16進数値の代わりに、
アフィニティと attribute-flag属性のために最大 32個のカラー名を割り当てる（マップする）こと
ができます。マッピングの定義後に、コマンドラインインターフェイス（CLI）で対応するカラー
名で属性を参照することができます。さらに、include、include-strict、exclude、および exclude-all
引数を使用して、制約を定義できます。ここで、各ステートメントには、最大10個の色を含める
ことができ、大まかに、および厳密に包含制約を定義できます。
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属性フラグまたは柔軟な名前ベースのトンネル制約を使用してアフィニティ制約を設定できま

すが、両方のスキームの設定が存在する場合、新しいスキームに関する設定のみが適用されま

す。

（注）

関連トピック

数値へのカラー名の割り当て, （77ページ）
アフィニティ名の TEリンクとの関連付け, （79ページ）
TEトンネルのアフィニティ制約の関連付け, （81ページ）
柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定：例, （158ページ）

MPLS トラフィックエンジニアリングのエリア間トンネリング
これらのトピックでは、MPLS-TEの次の新しい拡張機能について説明します。

•エリア間サポート, （17ページ）

•マルチエリアサポート, （18ページ）

•ルーズホップ展開, （19ページ）

•ルーズホップ再最適化, （19ページ）

•高速再ルーティングノード保護, （20ページ）

エリア間サポート

MPLS-TEエリア間トンネリング機能を使用すると、複数の Interior Gateway Protocol（IGP）エリ
アとレベルにまたがる TEトンネルを確立できます。そのため、ヘッドエンドおよびテールエン
ドルータが単一のエリアに存在するという要件がなくなります。

エリア間サポートでは、複数のエリアにまたがるTELSPを設定できます。この場合、ヘッドエン
ドおよびテールエンドラベルスイッチドルータ（LSR）は異なる IGPエリア内にあります。

複数の IGPエリアバックボーンを実行しているカスタマーには、マルチエリアおよびエリア間
TEが必要です（主に拡張性のため）。これにより、フラッディングされる情報の量が制限され、
SPF期間が短くなり、特に複数のエリアで大きいWANバックボーンが分割されているエリア内
のリンクまたはノード障害の影響が少なくなります。
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この図は、一般的なエリア間 TEネットワークを示しています。

図 3：エリア間（OSPF）TE ネットワークの図

マルチエリアサポート

マルチエリアサポートを使用すると、ABR LSRは、複数の IGPエリアでMPLS-TEをサポートで
きます。 TE LSPは、引き続き単一のエリアに制限されます。

複数の IGPエリアバックボーンを実行する場合、マルチエリアおよびエリア間 TEが必要です。
マルチエリアおよびエリア間 TEを使用すると、次のことが可能です。

•フラッディングされる情報の量を制限する。

• SPFの期間を短くする。

•エリア内のリンクまたはノード障害の影響を少なくする。

図 4：レベル間（IS-IS）TE ネットワーク

図に示されているように、R2、R3、R7、および R4では、ルーティングと TE情報に関する 2つ
のデータベースが保持されます。たとえば、R3では、R2に関連する TEトポロジ情報はレベル
1 IS-IS LSPからフラッディングされ、R4、R9、および R7に関連する TEトポロジ情報はレベル
2 IS-ISリンクステート PDU（LSP）（および独自の IS-IS LSP）からフラッディングされます。
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IS-ISレベル 1内で複数のエリアを設定できます。これは、TEに対してトランスペアレントで
す。 TEには、IS-ISレベルに関するトポロジ情報がありますが、エリア IDはありません。

（注）

ルーズホップ展開

ルーズホップ最適化を使用すると、複数のエリアにまたがるトンネルを再最適化でき、LSPの
ヘッドエンドの OSPFエリアおよび IS-ISレベル内にないホップをMPLS-TE LSPが通過させると
きに発生する問題が解決されます。

エリア内MPLS-TEを使用すると、パス沿いにある ABRのルーズソースルートを指定すること
で、エリア内トラフィックエンジニアリング（TE）ラベルスイッチドパス（LSP）を設定できま
す。その後、（ヘッドエンドに指定されている）ネクストホップ ABRに到達するために、次の
エリア内で TE LSP制約に従うパスを見つけるのは、（両方のエリアを全体的に把握する）ABR
の責任になります。テールエンド LSRに到達するために、テールエンドエリアに接続されてい
る最後の ABRによって同じ操作が実行されます。

ルーズホップ最適化を使用する場合は、次の考慮事項に注意する必要があります。

•（ABRのリンクアドレスとは対照的に）ABRノードのルータ IDを指定する必要がありま
す。

•サブエリアが含まれているマルチエリアをネットワーク内に配置する場合、ルーズホップの
指定時にパスを見つけるために、TEのサブエリアでMPLS-TEをイネーブルにする必要があ
ります。

•エリア間トンネルの到達可能な明示パスを指定する必要があります。

ルーズホップ再最適化

ルーズホップ再最適化を使用すると、複数のエリアにまたがうトンネルを再最適化して、MPLS-TE
ヘッドエンドに他の IGPエリアを認識しない場合に発生する問題が解決されます。

ヘッドエンドは、トンネルを再最適化しようとするたびに、ヘッドエンドエリアで ABRへのよ
りよいパスを見つけようとします。よりよいパスが見つかった場合、ヘッドエンドは新しい LSP
の設定を開始します。ヘッドエンドエリアに適切なパスが見つからない場合は、ヘッドエンドは

クエリーメッセージを開始します。このメッセージの目的は、ヘッドエンドエリア以外のエリ

アで ABRをクエリーして、これらのエリアによりよいパスが存在するかどうかを調べることで
す。このメッセージの目的は、ヘッドエンドエリア以外のエリアで ABRをクエリーして、より
よいパスが存在するかどうかを調べることです。よりよいパスが存在しない場合、ABRはクエ
リーを次のルータダウンストリームに転送します。または、よりよいパスが見つかった場合、

ABRは、特殊な Path Errorでヘッドエンドに応答して、ヘッドエンドエリアの外部によりよいパ
スが存在することを示します。よりよいパスの存在を示す Path Errorの受信時に、ヘッドエンド
ルータは再最適化を開始します。
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ABR ノード保護
ある IGPエリアには別の IGPエリアを認識しないため、ABRノードを保護するためのバックアッ
プを割り当てることはできません。この問題を克服するには、PLRノードでバックアップ宛先ア
ドレスをプライマリトンネルの record-routeオブジェクトと照合して、バックアップトンネルを
割り当てることができるように、ノード IDのサブオブジェクトが、プライマリトンネルのレコー
ドルートオブジェクトに追加されます。

高速再ルーティングノード保護

エリア内でリンク障害が発生した場合、障害が発生したリンクに直接接続されているアップスト

リームルータによって、ヘッドエンドに対するRSVPPathErrorメッセージが生成されます。メッ
セージへの応答として、ヘッドエンドは、RSVP Path Tearメッセージを送信し、対応するパスオ
プションが指定された期間無効とマークされ、次のパスオプション（存在する場合）が評価され

ます。

ABRをすぐに再試行するには、2番目のパスオプション（最初のオプションと同じ）を設定する
必要があります。または、より迅速な再試行を実現するために、再試行期間（path-option
hold-down、デフォルトでは 2分間）を調整できます。

関連トピック

高速再ルーティングを使用したMPLSトンネルの保護, （52ページ）

MPLS-TE 転送隣接
MPLS-TE転送隣接機能により、ネットワーク管理者は、トラフィックエンジニアリング、ラベル
スイッチドパス（LSP）トンネルを、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムに基づいて、Interior
Gateway Protocol（IGP）ネットワーク内のリンクとして処理できます。転送隣接は、ネットワー
ク内でのルータのロケーションに関係なく、ルータとルータの間に作成できます。

MPLS-TE 転送隣接の利点
TEトンネルインターフェイスは、他のリンクと同様に、IGPネットワーク内にアドバタイズされ
ます。これにより、ルータは、IGP内のこれらのアドバタイズメントを使用して SPFを計算でき
るようになります。このことは、これらのアドバタイズメントがいずれかの TEトンネルのヘッ
ドエンドでない場合も同様です。

関連トピック

MPLS-TE転送隣接の設定, （88ページ）
転送隣接の設定：例, （160ページ）
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MPLS-TE 転送隣接の制約事項
次に、MPLS-TE転送隣接機能の制約事項を示します。

• MPLS-TE転送隣接機能を使用すると、TEトンネルがリンクとしてアドバタイジングされる
ことによって、IGPデータベースのサイズが大きくなります。

• MPLS-TE転送隣接機能は、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）によってサポー
トされます。

• TEトンネル上でMPLS-TE転送隣接機能がイネーブルになっている場合、リンクは、TEサ
ブ TLVなしのタイプ、長さ、値（TLV）22として IGPネットワーク内にアドバタイズされ
ます。

• MPLS-TE転送隣接トンネルは双方向に定義する必要があります。

MPLS-TE 転送隣接の前提条件
MPLS-TE転送隣接機能をイネーブルにする前に、ネットワークで次の機能がサポートされる必要
があります。

• MPLS

• IPシスコエクスプレスフォワーディング

• Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）

パス計算要素

パス計算要素（PCE）は、ヘッドエンドルータが完全なネットワークトポロジ情報を保持しない
場合（たとえば、LSPのヘッドエンドルータとテールエンドルータが異なる IGPエリアにある場
合）、MPLS-TEラベルスイッチドパス（LSP）のドメイン内パス計算の特定の問題を解決しま
す。

PCEは、エリア境界ルータ（ABR）を使用して、複数の IGPエリアにまたがる TE LSPの計算、
および Inter-AS TE LSPの計算を行います。

いくつかのコンポーネントで構成されているアーキテクチャ全体を定義するために、次のように

PCEが使用されます。

パス計算要素（PCE）

ルータのTEトポロジデータベース内のノードのペア間に一連の制約を適用するパスをルー
タが計算できるようにするソフトウェアモジュール（コンポーネントまたはアプリケーショ

ンの場合があります）を表します。 PCEは IGPによって検出されます。
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パス計算クライアント（PCC）

パス計算要求および応答を PCE間で送受信できる、ルータで実行されているソフトウェア
モジュールを表します。 PCCは通常 LSR（ラベルスイッチングルータ）です。

PCC-PCE通信プロトコル（PCEP）

PCEPが、IETF PCE WGによって定義される TCPベースプロトコルであることを指定し、
PCEPセッションを管理して、マルチドメイン TE LSPのパスを要求および送信するために
使用される一連のメッセージとオブジェクトを定義します。 PCEPは、PCCと PCE間（お
よび 2つの PCE間）の通信に使用され、PCEをダイナミックに検出するために IGP拡張機
能を採用します。

この図は、一般的な PCE実装を示しています。

図 5：パス計算要素ネットワークの図

パス計算要素は、次のメッセージタイプとオブジェクトをサポートします。

•メッセージタイプ：Open、PCReq、PCRep、PCErr、Close

•オブジェクト：OPEN、CLOSE、RP、END-POINT、LSPA、BANDWIDTH、METRIC、およ
び NO-PATH

関連トピック

パス計算クライアントの設定, （90ページ）
パス計算要素アドレスの設定, （92ページ）
PCEパラメータの設定, （93ページ）
PCEの設定：例, （161ページ）
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パス保護

パス保護では、MPLS-TEトンネルに対してエンドツーエンドの障害リカバリメカニズム（完全な
パス保護）が提供されます。セカンダリラベルスイッチドパス（LSP）をあらかじめ確立して
おくと、トンネルの TEトラフィックを伝送する保護 LSPを障害から保護できます。保護された
LSPに障害がある場合、送信元ルータは、トンネルのトラフィックを一時的に伝送するセカンダ
リ LSPをすぐにイネーブルにします。セカンダリ LSPで障害が発生した場合は、セカンダリパ
スの障害がクリアされるまでトンネルのパス保護は機能しなくなります。パス保護は、単一のエ

リア（OSPFまたは IS-IS、外部 BGP（eBGP）、およびスタティック）とともに使用できます。

障害検出メカニズムは、セカンダリトンネルへの切り替えをトリガーします。

•リソース予約プロトコル（RSVP）シグナリングからの Path Errorまたは Resv-Tear

•双方向フォワーディング検出（BFD）プロトコルから、ネイバーが失われたという通知を受
信した場合

• Interior Gateway Protocol（IGP）から、隣接が停止したという通知を受信した場合

•プライオリティの高いLSPにシグナリングするためのプリエンプションによって発生する保
護トンネルのLSPのローカルティアダウン、Packet over SONET（POS）アラーム、活性挿抜
（OIR）などの場合

この他のリカバリメカニズムには高速再ルーティング（FRR）があります。これは、障害ポイン
トで LSPをローカルに修復し、リンクおよびノードの障害からMPLS-TE LSPだけを保護するメ
カニズムです。

リンクまたはノードの保護ほど高速ではありませんが、セカンダリプライマリパスオプション

を設定したり、トンネルの送信元ルータでダイナミックにパスを再計算したりするよりも、セカ

ンダリLSPにプリシグナリングする方が高速です。実際の回復時間はトポロジによって異なりま
す。また、伝搬遅延やスイッチファブリックの遅延などの遅延要素の影響も受けます。

関連トピック

インターフェイスのパス保護のイネーブル化, （97ページ）
トンネルへのダイナミックパスオプションの割り当て, （98ページ）
パス保護トンネルでの強制的な手動切り替え, （100ページ）
再最適化前にトンネルで発生する遅延の設定, （101ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

パス保護の前提条件

•ネットワークでMPLS-TE、シスコエクスプレスフォワーディング、および Intermediate
System-to-Intermediate System（IS-IS）またはOpen Shortest Path First（OSPF）がサポートされ
ることを確認してください。

• MPLSをイネーブルにします。
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•ルータに TEを設定する。

• dynamicキーワードを指定してpath-optionコマンドを使用して、ダイナミックパスオプショ
ンで TEトンネルを設定します。

関連トピック

インターフェイスのパス保護のイネーブル化, （97ページ）
トンネルへのダイナミックパスオプションの割り当て, （98ページ）
パス保護トンネルでの強制的な手動切り替え, （100ページ）
再最適化前にトンネルで発生する遅延の設定, （101ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

パス保護の制約事項

•ポイントツーポイント（P2P）トンネルのみがサポートされます。

• Point-to-Multipoint（P2MP）TEトンネルはサポートされません。

•最大 1つのスタンバイ LSPがサポートされます。

•ダイナミックパスオプションごとにセカンダリパスが 1つのみ存在できます。

•セカンダリパスオプションがダイナミックに設定されたパス保護 TEに対して明示的なパス
オプションを設定できます。

•ヘッドエンドルータでは、パス保護によるリンクおよびノード保護を使用しないでくださ
い。

•パス保護トンネル TEヘッドの最大数は 2000です。

• TEトンネルヘッドの最大数は 4000です。

•パス保護と FRRは相互に排他的です。

関連トピック

インターフェイスのパス保護のイネーブル化, （97ページ）
トンネルへのダイナミックパスオプションの割り当て, （98ページ）
パス保護トンネルでの強制的な手動切り替え, （100ページ）
再最適化前にトンネルで発生する遅延の設定, （101ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

MPLS-TE 自動帯域幅
MPLS-TE自動帯域幅機能は、トンネルでトラフィックを測定し、そのトンネルの信号送信帯域幅
を定期的に調整します。

これらのトピックでは、MPLS-TE自動帯域幅について説明します。
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MPLS-TE 自動帯域幅の概要
MPLS-TE自動帯域幅は、すべてのヘッドエンドで個々のラベルスイッチドパス（LSP）上で設定
されます。MPLS-TEは、トンネルインターフェイスでトラフィックレートをモニタします。
MPLS-TEは、トンネル内のトラフィックと精確に合うように、定期的にトンネルインターフェイ
スで帯域幅をサイズ変更します。MPLS-TE自動帯域幅は、次の機能を実行できます。

•トンネル出力レートの定期的なポーリングをモニタします

•一定の期間に測定された最大のレートを調整することで、トンネル帯域幅をサイズ変更しま
す

自動帯域幅用に設定された、トラフィックエンジニアリングを実行済みのすべてのトンネルで、

設定可能なさまざまなパラメータに基づいて平均の出力レートがサンプリングされます。その

後、特定の期間に通知された最大の平均出力レート、または設定されている最大帯域幅の値のい

ずれかに基づいて、トンネル帯域幅が自動的に再調整されます。

次に表に、自動帯域幅機能を示します。

表 2：自動帯域幅の変数

デフォルト値説明コマンド機能

24時間各トンネルでトンネル

帯域幅が変更される頻

度を設定します。適用

期間とは、帯域幅の適

用（出力レートの収集

が実行される）の間隔

A分です。

applicationコマンド適用の頻度

0 Kbps帯域幅の範囲を、帯域

幅を要求できる自動帯

域幅機能内に制限しま

す。

bw-limitコマンド要求された帯域幅

5分すべてのトンネルでト

ンネル出力レートがグ

ローバルにポーリング

される頻度を設定しま

す。

auto-bw collectコマン
ド

収集頻度

—この値は設定できませ

ん。

—収集された最大の帯域

幅

—この値は設定できませ

ん。

—差分
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トンネルでの出力レートは、MPLS-TE自動帯域幅インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドでapplicationコマンドを使用して設定された定期的な間隔で収集されます。適用期間タイマー
が期限切れになったとき、および測定された帯域幅と現在の帯域幅の間の差分が調整しきい値を

超えたときに、トンネルが再最適化されます。その後、帯域幅サンプルがクリアされ、次の間隔

の新しい最大出力レートが記録されます。

新しい帯域幅でLSPを再最適化すると、新しいパス要求が生成されます。新しい帯域幅が使用不
可の場合、直前の適切なLSPが引き続き使用されます。この方法では、ネットワークでトラフィッ
クの中断は発生しません。

トンネルの最小または最大の帯域幅の値が設定されている場合、自動帯域幅によってシグナリン

グされる帯域幅は、これらの値の内に収まります。

100を超えるトンネルで auto-bwがイネーブルになっている場合、このアルゴリズムは、すべ
てのトンネルの最初の適用を最大 20 %（最大 1時間）ジッターします。非常に多くのトンネ
ルが自動帯域幅の適用を同時に実行するのを回避するために、これを行います。

（注）

トンネルがシャットダウンされ、後で再度起動された場合、調整された帯域幅は失われ、トンネ

ルは初期設定の帯域幅でアップ状態に戻ります。さらに、トンネルがアップ状態に戻ったとき

に、適用期間はリセットされます。

関連トピック

収集頻度の設定, （103ページ）
自動帯域幅機能の設定, （106ページ）
自動帯域幅の設定：例, （162ページ）

調整しきい値

調整しきい値は、現在のトンネル帯域幅と絶対（最小）帯域幅の割合として定義されます。トン

ネルに再度シグナリングするには、自動帯域幅の両方のしきい値を満たす必要があります。トン

ネル帯域幅は、最大のサンプル出力レートと現在のトンネル帯域幅の差分が調整しきい値よりも

大きい場合のみサイズ変更されます。

たとえば、帯域幅Bで測定された最高が30Mbpsであるトンネルで自動帯域幅がイネーブルになっ
ていると想定します。また、トンネルが最初 45Mbpsで設定されていたとします。そのため、差
分は 15 mbit/sです。次に、デフォルトの調整しきい値が 10 %と 10 kbpsであると仮定すると、
適用タイマーが期限切れになると、トンネルは 30 Mbpsでシグナリングされます。これは、45
Mbit/sの 10 %が 4.5 Mbit/sであり、これは 15 Mbit/sよりも小さいためです。絶対しきい値（デ
フォルトでは 10 kbps）も超過します。
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オーバーフロー検出

オーバーフロー検出は、オーバーフロー状態が検出されるとすぐに、自動帯域幅の適用頻度間隔

の期限切れを待機せずに、帯域幅をサイズ変更する必要がある場合に使用されます。

オーバーフロー検出では、制限 N、割合のしきい値 Y %、オプションで最小帯域幅しきい値 Zを
設定します。割合のしきい値は、実際にシグナリングされたトンネル帯域幅の割合として定義さ

れます。測定された帯域幅と実際の帯域幅の間の差分が、Y %と Zしきい値の両方を超える場
合、連続して N回システムはオーバーフロー検出をトリガーします。

オーバーフロー検出による帯域幅の調整は、トラフィックの量を増やすのではなく、トンネルか

らトラフィックの量を増やすことによってのみトリガーされます。オーバーフロー検出をトリ

ガーすると、自動帯域幅の適用間隔はリセットされます。

デフォルトでは、オーバーフロー検出はディセーブルであり、手動で設定する必要があります。

MPLS-TE 自動帯域幅の制約事項
自動帯域幅がトンネル帯域幅を更新できない場合の制約事項は次のとおりです。

•トンネルは、高速再ルーティング（FRR）バックアップ、アクティブ、またはパス保護アク
ティブ状態になっています。これは、保護が一時的な状態であり、バックアップトンネル

で帯域幅を予約する必要はないと想定されるために発生します。帯域幅が他のプライマリ

トンネルまたはバックアップトンネルから取得されないようにする必要があります。

•再最適化はロックダウン中に失敗します。この場合、帯域幅の適用が EXECモードで mpls
traffic-eng auto-bw applyコマンドを使用して手動でトリガーされない限り、自動帯域幅は帯
域幅を更新しません。

Point-to-Multipoint Traffic-Engineering

Point-to-Multipoint Traffic-Engineering の概要
Point-to-Multipoint（P2MP）リソース予約プロトコルトラフィックエンジニアリング（RSVP-TE）
ソリューションを使用すると、サービスプロバイダーは、IPTV、リアルタイムビデオ、MPLSラ
ベルスイッチネットワークを介したブロードキャストなどの IPマルチキャストアプリケーショ
ンを実装できます。 RSVP-TEプロトコルは、MPLSネットワーク間で Point-to-Point（P2P）およ
び P2MPラベルスイッチドパス（LSP）をシグナリングするよう拡張されます。

RFC 4875で定義されているようにRSVP-TE拡張を使用することで、特定のTE送信元について複
数の subLSPがシグナリングされます。 P2MPトンネルは、TE送信元を複数のリーフプロバイ
ダーエッジ（PE）ノードに接続する一連のSource-to-Leaf（S2L）subLSPであると見なされます。

P2MP-TEトンネルの入力点である TE送信元で、IPマルチキャストトラフィックは、P2MP-TE
トンネルに関連付けられた固有のMPLSラベルでカプセル化されます。トラフィックは、P2MP
ツリーで引き続きラベルスイッチングされます。必要に応じて、P2MPツリーに沿った分岐ノー
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ドでラベルの付いたパケットが複製されます。ラベルの付いたパケットが出力リーフ（PE）ノー
ドに到達すると、MPLSラベルは削除され、PE-CEリンクを経由して IPマルチキャストツリーに
転送されます。

エンドツーエンド IPマルチキャスト接続をイネーブルにするには、P2MP-TEシグナリングの
MPLSコアで RSVPが使用され、PE-CEリンクシグナリングに PIMが使用されます。

•すべてのエッジルータが、直接接続されたカスタマーエッジ（CE）ルータとマルチキャス
トルーティング情報を交換するために、PIM-SSMまたは Source-SpecificMulticast（SSM）を
実行しています。

• MPLSネットワークでは、RSVP P2MP-TEはツリー構築メカニズムとして PIMを置き換え、
TE送信元設定でエンドポイントが追加または削除される（明示的なユーザ操作）と、RSVP-TE
は特定の P2MPツリーを枝付けまたはプルーニングします。

次に、Point-to-Multipoint（P2MP）トンネルの定義を示します。

Source

ラベルスイッチドパス（LSP）シグナリングが開始されるノードを設定します。

ミッドポイント

LSPシグナリングが処理される中継ノード（たとえば、送信元または受信側ではない）を指
定します。

受信側、リーフ、および宛先

LSPシグナリングが終了するノードを指定します。

分岐点

パケットレプリケーションが実行されるノードを指定します。

バドノード

一部の S2Lの中継のみではなく、P2MP TEトンネルの S2Lの終端ポイントとしても機能す
るノードを指定します。

Source-to-Leaf（S2L）SubLSP

送信元から実行される、あるリーフへの P2MP-TE LSPセグメントを指定します。

Point-to-Multipoint Traffic-Engineering 機能

• P2MP RSVP-TE（RFC 4875）がサポートされます。 RFC 4875は、非集約シグナリング（た
とえば、S2L単位のシグナリング）に基づいています。P2MPLSPのみがサポートされます。

• interface tunnel-mteコマンドは、P2MPインターフェイスタイプを識別します。

• P2MPトンネル設定は、ラベルレプリケーションでサポートされます。
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•高速再ルーティング（FRR）リンク保護は、50ミリ秒未満のトラフィック損失でサポートさ
れます。

•明示的なルーティングは、十分に活用されていないリンクを使用してサポートされます。

•再最適化は、トラフィック損失のない、宛先へのよりよいパスセットを計算することでサ
ポートされます。

Per-S2L再最適化はサポートされていません。（注）

• IPv4および IPv6ペイロードのみがサポートされます。

• IPv4および IPv6マルチキャスト転送は、スタティック IGMPおよびMLDグループ設定に
よって P2MPトンネルインターフェイスでサポートされます。

• IPマルチキャストと P2MP Label Switch Multicast（LSM）の両方が同じネットワークに共存
できます。そのため、両方が、同じフォワーディングプレーン（LFIBまたはMPLSフォワー
ディングインフラストラクチャ（MFI））を使用します。

• P2MPラベルレプリケーションは、Source-Specific Multicast（SSM）トラフィックのみをサ
ポートします。 SSM設定では、デフォルト値である [none]がサポートされます。

•マルチキャストグループから P2MP-TEトンネルへのスタティックマッピングが必要です。

Point-to-Multipoint Traffic-Engineering の利点

•単一のトラフィック制御点によって、シグナリングとパスエンジニアリングパラメータ（た
とえば、保護とダイバーシティ）は、TE送信元ノードのみで設定されます。

•最適化されたトラフィック配信とネットワークでのシングルポイント障害の防止を可能にす
るよう明示パスを設定する機能。

• P2MP-TEツリーの分岐パスを通過するMPLSラベル付きトラフィックのリンク保護。

• MPLSネットワークでのP2MP-TEパスの設定およびシグナリング中に帯域幅のアドミッショ
ン制御（AC）を行う機能。

関連トピック

送信元の Point-to-Multipointの設定：例, （169ページ）

Point-to-Multipointソリューションの設定：例, （171ページ）

宛先のディセーブル化：例, （170ページ）

Point-to-Multipointトンネルの設定：例, （170ページ）

Point-to-Multipointソリューションの設定：例, （171ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TE , （30ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TEのパスオプション, （31ページ）
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Point-to-Multipoint RSVP-TE
RSVP-TEは、手動設定に基づく P2MPトンネルベースにシグナリングします。すべての
Source-to-Leaf（S2L）が明示パスを使用する場合、P2MPトンネルは、決定論的なラベルスイッ
チドパス（LSP）などの制約に基づいて事前定義されたパスに従うスタティックツリーを作成し
ます。 S2Lがダイナミックパスを使用する場合、RSVP-TEは、RSVP-TEトポロジ内の最適なパ
スで P2MPトンネルを作成します。 RSVP-TEでは、制約ベースのルーティングの帯域予約がサ
ポートされます。

RSVP-TEは、トポロジツリーで頻繁に変更されないストリーム情報（送信元と受信側の場所）を
配信します。たとえば、主要なサイト間での大規模なビデオ配信は、マルチキャストアプリケー

ションのサブセットに適しています。マルチキャストトラフィックはすでにトンネル内にあるた

め、バックアップパスを構築する限り、RSVP-TEツリーは保護されます。

高速再ルーティング（FRR）機能は、ユニキャストリンク保護を使用して P2MP RSVP-TEでサ
ポートされます。バックアップリンクに送信するトラフィックのタイプを選択できます。

P2MPトンネルは、IGPエリア内でダイナミックおよび明示パスオプションによってシグナリン
グされます。 P2MPトンネルに使用されるエリア間と InterASのみ、verbatimパスオプションに
よってシグナリングされます。

関連トピック

送信元の Point-to-Multipointの設定：例, （169ページ）

Point-to-Multipointソリューションの設定：例, （171ページ）

Point-to-Multipoint高速再ルーティング, （30ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TEのパスオプション, （31ページ）

Point-to-Multipoint 高速再ルーティング
MPLS-TE高速再ルーティング（FRR）は、リンクまたはノード障害の結果発生する、TEラベル
スイッチドパス（LSP）宛先へのトラフィック配信の中断を最小限に抑えるためのメカニズムで
す。 FRRを使用すると、TEトンネル送信元が新しいエンドツーエンド LSPをシグナリングする
まで、ネットワーク障害を回避する代替バックアップパスに沿ったLSPトラフィックの一時的な
高速スイッチングが可能になります。

ローカル修復ポイント（PLR）は、障害が検出された場合に、バックアップトンネルを選択して、
LSPトラフィックをバックアップトンネルにスイッチングするノードです。バックアップトン
ネルの受信側は、マージポイント（MP）と呼ばれます。

ポイントツーポイント（P2P）および P2MP-TEでは、いずれも RFC 4090のファシリティ FRR手
法のみがサポートされます。

高速再ルーティング可能な LSPは、ネットワーク内で高速再ルーティング可能な P2P LSPと共存
できます。 P2P LSPに対しては、ノード、リンク、帯域幅の保護がサポートされます。MPLS-TE
リンクとノードの両方の保護は、すべてのプライマリ LSPと subLSPのラベルがMPLSグローバ
ルラベル割り当てを使用しているという点に依存しています。たとえば、ある単一の（グローバ
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ル）ラベルスペースは、特定のMPLSノード上のすべてのMPLS-TE対応物理インターフェイス
に使用されます。

関連トピック

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TE , （30ページ）

Point-to-Multipoint ラベルスイッチパス
Point-to-Multipointラベルスイッチパス（P2MP LSP）には、入力ラベルスイッチルータ（LSR）
である単一のルートのみがあります。 P2MP LSPは、出力 LSRに接続されている受信側に基づい
て作成されます。出力LSRは、転送同等クラス（FEC）と不透明値を作成することで、ツリーの
作成を開始します（たとえば、トンネルの枝付けまたはプルーニングは、個々の sub-LSP操作を
実行することで行われます）。

枝付けおよびプルーニングは、宛先ごとに作動します。（注）

不透明値には、ルートへのツリーを一意に識別するストリーム情報が含まれています。ラベルス

イッチドマルチキャストパケットを受信するために、出力プロバイダーエッジ（PE）は、ラベ
ルマッピングメッセージを適用することで、マルチキャスト送信元に使用するラベルをアップス

トリームルータ（ルートに最も近いネクストホップ）に示します。

アップストリームルータは、送信元に関する知識を持っている必要はありません。正しい P2MP
LSPを識別するために必要なのは、受信した FECのみです。アップストリームルータは、FEC
状態を保持していない場合、これを作成して、割り当てられているダウンストリーム出ラベルを

ラベル転送テーブルにインストールします。アップストリームルータは、ツリーのルートではな

い場合、ラベルマッピングメッセージをネクストホップアップストリームに転送する必要があ

ります。このプロセスは、ルートに到達するまでホップバイホップで繰り返されます。

ダウンストリーム割り当てを使用することで、マルチキャストトラフィックを受信するルータ

は、そのトラフィックのラベルを割り当てます。アップストリームルータに送信されるラベル要

求は、未承諾ラベルマッピングに似ています（つまり、アップストリームはラベルを要求しませ

ん）。そのラベルマッピングを受信するアップストリームルータは、特定のラベルを使用して、

マルチキャストパケットダウンストリームを受信側に送信します。利点としては、ラベルを割

り当てるルータで、2つの異なるマルチキャスト送信元に同じラベルが使用されるような状況が
発生しないことです。これは、ルータが独自のラベルスペース割り当てをローカルで管理するた

めです。

Point-to-Multipoint RSVP-TE のパスオプション
P2MPトンネルは、IGPエリア内でダイナミックおよび明示パスオプションを使用してシグナリ
ングされます。 P2MPトンネルのエリア間および InterASのケースは、verbatimパスオプション
を使用してシグナリングされます。
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P2MPトンネルのパスオプションは、sub-LSPごとに個別に設定されます。 sub-LSP（宛先）ごと
に 1つのパスオプションのみが許可されます。対応する sub-LSPがダイナミックにルーティング
されるか、明示的にルーティングされるかを選択できます。明示オプションでは、トポロジデー

タベース検索と指定された宛先の検査をバイパスするよう verbatimパスオプションを設定できま
す。

ダイナミックパスオプションと明示パスオプションの両方が、path-option（P2MP-TE）コマン
ドを使用して宛先ごとにサポートされます。さらに、両方のパスオプションを組み合わせること

ができます。

明示パスオプション

TE送信元から出力MPLSノードに移動する sub-LSPが経由する中間ホップを設定します。
明示パス設定を使用すると、MPLSネットワークで sub-LSPパスを細かく制御できますが、
（等コスト）リンクまたはパスの数が制限された特定のネットワークトポロジについて複

数の明示パスが設定されます。

ダイナミックパスオプション

OSPFおよび ISISアルゴリズムに基づく P2MPツリー sub-LSPの IGPパスを計算します。
TE送信元は、IGPトポロジに基づいてダイナミックに計算されます。

ダイナミックパス計算の要件

sub-LSPごとのダイナミックパス計算では、通常のポイントツーポイントTEトンネルのパス計算
の場合と同じパスパラメータを使用します。 sub-LSPパス計算の一部として、リンクリソース
（帯域幅）が含められます。このリソースは、OSPFおよび ISISに対する既存のRSVP-TE拡張機
能によってMPLSネットワーク全体でフラッディングします。ダイナミックに計算されるパスの
代わりに、P2MP-TEトンネルに関連付けられた 1つ以上の sub-LSPで明示パスも設定されます。

•各宛先では OSPFまたは ISISが使用されます。

•パス計算の入力に TEトポロジとトンネルの制約が使用されます。

•アフィニティ、帯域幅、およびプライオリティなどのトンネル制約は、トンネル内のすべて
の宛先に使用されます。

•パスの計算によって、各宛先への明示ルートが作成されます。

スタティックパス計算の要件

スタティックパス計算では、リンクの可用性をアドバタイズするために IGPへの新しい拡張は必
要ありません。

•すべての宛先に明示パスが必要です。

•オフラインパス計算が使用されます。

• TEトポロジデータベースは不要です。

•トポロジが変更される場合、再最適化は不要です。
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関連トピック

Point-to-Multipointトンネルの設定：例, （170ページ）

Point-to-Multipointソリューションの設定：例, （171ページ）

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TE , （30ページ）

MPLS トラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ
MPLSトラフィックエンジニアリング内の共有リスクリンクグループ（SRLG）は、ネットワー
ク内のリンクが共通のファイバ（または共通の物理属性）を共有する状況を指します。これらの

リンクには、共有リスクがあります。つまり、1つのリンクで障害が発生すると、グループ内の
別のリンクでも障害が発生する可能性があります。

OSPFと Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）は、サブタイプ長値（サブ TLV）を使
用して SRLG値情報（帯域幅のアベイラビリティやアフィニティなどの他の TEリンク属性を含
む）をフラッディングして、ネットワーク内のすべてのルータに各リンクの SRLG情報があるよ
うにします。

SRLG機能をアクティブ化するには、別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値を設
定します。インターフェイスごとに最大 30個の SRLGが許可されます。この機能は、バンドル
インターフェイスを含む複数のインターフェイスで設定できます。

図 6：共有リスクリンクグループ（SRLG）は、バンドルインターフェイスで設定されるMPLS
TE SRLG値を示しています。

図 6：共有リスクリンクグループ（SRLG）

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
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明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

明示パス

明示パス設定では、明示パスを設定できます。 IP明示パスは IPアドレスのリストであり、明示
的なパスのノードまたはリンクを示します。

MPLSトラフィックエンジニアリング（TE）- IP明示アドレス除外機能は、マルチプロトコルラ
ベルスイッチング（MPLS）のTEラベルスイッチドパス（LSP）のパスからリンクまたはノード
を除外する手段を提供します。

この機能をイネーブルにするには、explicit-pathコマンドを使用します。このコマンドにより、IP
明示パスを作成し、パスを指定するためのコンフィギュレーションサブモードを開始できます。

この機能により、パスから除外するアドレスを指定するための exclude-addressコマンドのサブ
モードコマンドが追加されます。

この機能は、SRLGを明示パスから除外するための IPアドレスを指定できる exclude-srlgコマン
ドのサブモードコマンドも追加します。

MPLS TE LSPの除外アドレスまたは除外 SRLGが、フラッディングされたリンクを識別している
場合、Constraint-based Shortest Path First（CSPF）ルーティングアルゴリズムでは、LSPのパスの
計算時にそのリンクが考慮されません。除外アドレスが、フラッディングされたMPLS TEルー
タ IDを指定している場合、CSPFルーティングアルゴリズムでは、LSPのパスがルータ IDで識
別されるノードを経由することが許可されません。

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

SRLG 制約のある高速再ルーティング
高速再ルーティング（FRR）は、障害ポイントで LSPをローカルに修復することにより、リンク
とノードの障害からMPLSTEラベルスイッチパス（LSP）を保護します。この保護により、ヘッ
ドエンドルータが自身を置換するための新しいエンドツーエンドのLSPを確立しようとしている
間、LSP上でのデータのフローを継続できます。 FRRは、障害が発生したリンクまたはノードを
バイパスするバックアップトンネルを介して再ルーティングすることによって、保護されている

LSPをローカルに修復します。
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LSPのパスの単一リンクだけをバイパスするバックアップトンネルが、リンク保護を提供しま
す。これは、明示パスから除外する SRLG値を抽出することで、障害が発生したリンクをバイパ
スするための保護リンク IPアドレスを指定することで、LSPを保護します。これらは、障害ポイ
ントの向こう側にあるLSPのネクストホップで終端するため、ネクストホップ（NHOP）バック
アップトンネルと呼ばれます。図 7：SRLG制約のあるNHOPバックアップトンネルは、NHOP
バックアップトンネルを示しています。

図 7：SRLG 制約のある NHOP バックアップトンネル

上の図に示すトポロジでは、次の方法でバックアップトンネルパスの計算を実行できます。

• exclude-SRLGリンクからすべての SRLG値を取得します（SRLG値 5と 6）

• SPFから除外するすべてのリンクを同じ SRLG値でマークします

• CSPF R2->R6->R7->R3としてのパス計算

FRRにより、LSPに対するノード保護が提供されます。 LSPパスに沿ったネクストホップノー
ドをバイパスするバックアップトンネルは、LSPパスのネクストホップノードの次のノードで
終端して、結果としてネクストホップノードをバイパスするため、NNHOPバックアップトンネ
ルと呼ばれます。これは、パスに沿ったノードで障害が発生したときに、障害ポイントのノード

アップストリームが、障害が発生したノードを回避して LSPとそのトラフィックを次のネクスト
ホップ再ルーティングできるようにことで、LSPを保護します。また、明示パスから除外する保
護リンク IPアドレスと、明示パスから除外される IPアドレスに関連付けられた SRLG値を指定
することで、LSPを保護します。また、NNHOPバックアップトンネルは、障害の発生したリン
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クおよびノードをバイパスすることで、リンク障害からの保護も提供しています。図 8：SRLG
制約のある NNHOPバックアップトンネルは、NNHOPバックアップトンネルを示しています。

図 8：SRLG 制約のある NNHOP バックアップトンネル

上の図に示すトポロジでは、次の方法でバックアップトンネルパスの計算を実行できます。

• exclude-SRLGリンクからすべての SRLG値を取得します（SRLG値 5と 6）

• SPFから除外するすべてのリンクを同じ SRLG値でマークします

• SRLG制約のあるパスを確認します

• CSPF R2->R9->R10->R4としてのパス計算

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

保護の重要性

このセクションでは、次の操作について説明します。

•障害時のパケットの配信

•同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル
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関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

障害時のパケットの配信

NNHOPで終端するバックアップトンネルは、ダウンストリームリンクとノードの両方を保護し
ます。これにより、リンクおよびノードの障害に対する保護が可能になります。

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル

•冗長性：一方のバックアップトンネルが停止すると、他方のバックアップトンネルが LSP
を保護します。

•バックアップ容量の増加：保護インターフェイスが大容量リンクであり、同じ容量を持つ
バックアップパスが 1つも存在しない場合、その 1つの大容量リンクを複数のバックアップ
トンネルによって保護できます。このリンクを使用している LSPは異なるバックアップト
ンネルにフェールオーバーするため、障害発生時にはすべてのLSPが適切な帯域幅保護（再
ルーティング）を受けることができます。帯域幅保護が必要でない場合、ルータは使用可能

なすべてのバックアップトンネルに LSPを分散させます（つまり、複数のバックアップト
ンネルの間でロードバランシングを行います）。

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）
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SRLG の制限
設定される SRLG機能には、いくつかの制限があります。

• exclude-addressおよび exclude-srlgオプションは、IP explicit path strict-addressネットワー
クでは許可されません。

•トンネルのシグナリング後に SRLG値を変更するときは常に、次のパス確認サイクルでダイ
ナミックに確認されます。

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

Soft-Preemption
MPLS-TEプリエンプションは、確立された LSPのリソースの解放と、新しい LSPへの割り当て
で構成されます。リソースを解放すると、プリエンプトされるLSPへのトラフィックが中断され
ます。 Soft Preemptionは、RSVP-TEプロトコルに対する拡張であり、プリエンプトされた LSPで
のそのようなトラフィック中断を最小限に抑えるか、場合によってはなくします。

Soft-Preemption機能は、トラフィック損失を最小限に抑えるかなくすために、適切な方法で LSP
をプリエンプトしようとします。ただし、リンクはある期間オーバーサブスクリプトされている

ことがあります。

Soft Preemptionを実装するネットワークでは、次の方法でゼロのトラフィック損失を実現できま
す。

•新しいLSPのシグナリング時に、受信側ルータは、リソースが必要で、再割り当てする必要
がある場合に、既存の LSPで Soft Preemptionが行われることをすべての中間ノードに通知し
ます。

•特定の中間ノードで既存の LSPの Soft Preemptionを行う必要がある場合、新規または特殊な
Path Error（プリエンプション保留）を受信側ルータに送信します。中間ノードは LSPを削
除せず、その状態を維持します。

•受信側ルータが中間ノードからPathError（プリエンプション保留）を受信すると、プリエン
プションの原因となったリンクを回避する再最適化を即時に開始します。

•再最適化が完了すると、受信側ルータは、Soft-Preemptionが行われた LSPを切断します。
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関連トピック

ノードでの Soft-Preemptionのイネーブル化, （139ページ）

トンネルでの Soft-Preemptionのイネーブル化, （141ページ）

パスオプション属性

パスオプション属性は、テンプレート設定から設定可能です。 attribute-setという名前のこのテ
ンプレートは、MPLSトラフィックエンジニアリングモードでグローバルに設定されます。

attribute-setは、LSPごとにパスオプションに適用できます。パスオプション設定は、パスオプ
ション属性名を使用するよう拡張されます。特定のパスオプションを使用して計算された LSP
は、パスオプションの attribute-setで指定された属性を使用します。

パスオプション属性を実装するには、次の前提条件が必要です。

•パスオプションタイプ attribute-setは、MPLS TEモードで設定されます

•パスオプション CLIは、attribute-set名を受け入れるよう拡張されます

signalled-bandwidthおよび affinity属性は、attribute-setテンプレートでサポートされます。（注）

関連トピック

パスオプション属性内での属性の設定, （143ページ）

パスオプション属性の設定階層

パスオプション attribute-setテンプレート内で属性の値を指定できます。これによって、トンネ
ルレベルでの同じ属性の設定は妨げられません。ただし、考慮に入れられるのは 1つのレベルの
みであることに注意することが重要です。そのため、LSPレベルでの設定は、トンネルのレベル
での設定より具体的であると考えられ、この時点からはこの設定が使用されます。

attribute-set内で指定されない属性は、通常どおり値を使用します（つまり、トンネルレベルでの
設定、グローバルMPLSレベルでの設定、またはデフォルト値）。次に例を示します。
attribute-set path-option MYSET

affinity 0xBEEF mask 0xBEEF

interface tunnel-te 10
affinity 0xCAFE mask 0xCAFE
signalled-bandwidth 1000
path-option 1 dynamic attribute-set name MYSET
path-option 2 dynamic

この例では、MYSETという名前の attribute-setは、アフィニティに 0xBEEFを指定しています。
シグナリングされた帯域幅は、このMYSETで設定されていません。トンネル 10では、アフィ
ニティ 0xCAFEが設定されています。パスオプション 1から計算された LSPは、アフィニティ
0xBEEF/0xBEEFを使用するのに対して、パスオプション 2から計算された LSPはアフィニティ
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0xCAFE/0xCAFEを使用します。これらのパスオプションのいずれかを使用して計算されたすべ
ての LSPが、signalled-bandwidthとして 1000を使用します。これは、トンネルレベルのみで指
定される唯一の値であるためです。

パスオプションattribute-setテンプレートで設定される属性は、トンネルで設定される同じ属
性よりも優先されます。トンネルで設定される属性は、同等の属性が使用中のパスオプショ

ン attribute-setテンプレートで指定されない場合に限り使用されます。

（注）

関連トピック

パスオプション属性内での属性の設定, （143ページ）

トラフィックエンジニアリング帯域幅および帯域幅プール

MPLSトラフィックエンジニアリングを使用すると、IPトラフィックの制約ベースのルーティン
グ（CBR）が可能になります。CBRによって満たされる制約の 1つに、選択されたパスにおける
必要な帯域幅のアベイラビリティがあります。通常の TEトンネル帯域幅は、グローバルプール
と呼ばれます。サブプール帯域幅は、グローバルプールの一部です。使用中ではない場合、サ

ブプール帯域幅はグローバルプールから予約されません。そのため、サブプールトンネルでは、

非サブプールトンネルよりも高いプライオリティが必要です。

グローバルプール（デフォルト）またはサブプール帯域幅のいずれかを使用するように、シグナ

リングされた帯域幅のパスオプション属性を設定できます。パスオプションのシグナリングさ

れた帯域幅値は任意の有効な値に設定でき、プールはトンネルに設定されているプールと同じも

のである必要はありません。

signalled-bandwidth bandwidth [sub-pool | global] kbpsコマンドを使用してパスオプションのシ
グナリングされた帯域幅を設定する場合は、すべてのサブプール帯域幅値またはすべてのグ

ローバルプール帯域幅値のいずれかを使用します。

（注）

関連トピック

パスオプション属性内での属性の設定, （143ページ）

パスオプションスイッチオーバー

使用中のパスオプションと新しいパスオプションが同じ帯域幅クラスを共有しない場合、特定の

パスオプションへの再最適化は不可能です。パスオプションスイッチオーバー操作は、そのよ

うなシナリオでは失敗します。新しいパスオプションに切り替えるには、EXECコンフィギュ
レーションモードで次のコマンドを使用します。

mpls traffic-eng switchover tunnel-xx ID path-option index
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新しいパスオプションへの切り替えは、次の場合に実現されます。

•より小さい索引パスオプションが使用可能な場合

•シグナリングメッセージまたはトポロジ更新によってプライマリ LSPがダウンする場合

•プライマリ LSPのローカルインターフェイスで障害が発生したか、プライマリ LSPで Path
Errorを受信した場合

異なる帯域幅クラスが指定されたさまざまなパスオプション間でのパスオプションスイッチ

オーバーは許可されません。

（注）

関連トピック

パスオプション属性内での属性の設定, （143ページ）

パスオプションおよびパス保護

パス保護がイネーブルの場合、トンネルを通過するトラフィックを保護するために、スタンバイ

LSPが確立されます。スタンバイ LSPは、プライマリ LSPと同じパスオプションまたは異なる
パスオプションのいずれかを使用して確立されます。

スタンバイ LSPは、プライマリ LSPとは異なるように計算されるため、帯域幅クラスの差は問題
ではありません。これは、ノードダイバーシティを除くすべてのケースのダイバーシティで当て

はまります。ノードダイバーシティを使用すると、スタンバイLSPは、最大 2つのリンク（ヘッ
ドノードを終了するリンクとテールノードに入るリンク）をプライマリ LSPと共有できます。

あるパスオプションから別のパスオプションに切り替える場合に、これらのオプションに異なる

クラスが指定されているときは、パスオプションスイッチオーバーは拒否されます。ただし、

パスオプションスイッチオーバーは、パス保護機能ではブロックできません。異なるクラスタ

イプの別のパスオプションを使用してスタンバイ LSPがアクティブになると、パスオプション
スイッチオーバーをヘッドエンドで拒否できます。これは、ダウンストリームノードで拒否され

ることがあります。

ノードダイバーシティは、限定された状況のみで可能です。満たす必要がある条件は次のとおり

です。

•ノードとリンクの両方が異なる 2番目のパスがない

•現在の LSPが先頭の出力または末尾の入力で共有メディアリンクを使用している

•現在の LSPで使用される共有メディアリンクで、ノードが異なるパスの計算が許可される

Cisco IOS XRでは、異なるクラスタイプ間の再最適化は、ネクストホップで実際に拒否されま
す。この拒否は、アドミッション障害によって発生します。

関連トピック

パスオプション属性内での属性の設定, （143ページ）
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Auto-Tunnel メッシュ
MPLSトラフィックエンジニアリングAuto-Tunnelメッシュ（自動メッシュ）機能を使用すると、
最小のMPLSトラフィックエンジニアリング設定で TE P2Pトンネルのフルメッシュを自動的に
設定できます。 1つ以上のメッシュグループを設定できます。各メッシュグループでは、宛先
が示されている宛先リスト（IPv4 Prefix-List）が必要です。これは、そのメッシュグループのト
ンネルを作成するための宛先として使用されます。

MPLS TE自動メッシュタイプ attribute-set（テンプレート）を設定して、メッシュグループに関
連付けることができます。LSRは、attribute-setで定義されたトンネルプロパティを使用してトン
ネルを作成します。

Auto-Tunnelメッシュには次の利点があります。

•ネットワークの初期設定が最小限に抑えられます。

これらの LSR間でさらに TEトンネルのフルメッシュが作成される各 TE LSRで、トンネル
プロパティテンプレートとメッシュグループまたは宛先リストを設定できます。

•ネットワークの拡張が原因で発生する将来の設定が最小限に抑えられます。

新しい TE LSRがネットワークで追加されるたびに TEトンネルのフルメッシュを確立する
ために、既存の各 TE LSRを再設定する必要がなくなります。

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュトンネル IDの設定, （145ページ）

Auto-Tunnelメッシュ未使用タイムアウトの設定, （146ページ）

Auto-Tunnelメッシュグループの設定, （148ページ）

トンネル Attribute-Setテンプレートの設定, （151ページ）

Auto-Tunnelメッシュでの LDPのイネーブル化, （153ページ）

宛先リスト（Prefix-List）
Prefix-Listを使用して、自動メッシュトンネルを自動的に作成できます。ネットワーク内の各TE
対応ルータは、既存の IGP拡張によって TEルータ IDを学習します。

次のコマンドを使用して、ルータのルータ IDを確認できます。

show mpls traffic-eng topology | include TE Id
IGP Id: 0001.0000.0010.00, MPLS TE Id:100.1.1.1 Router Node (ISIS 1 level-2)
IGP Id: 0001.0000.0011.00, MPLS TE Id:100.2.2.2 Router Node (ISIS 1 level-2)
IGP Id: 0001.0000.0012.00, MPLS TE Id:100.3.3.3 Router Node (ISIS 1 level-2)

Prefix-Listは、必要なルータ IDセット（上の出力に示されているMPLS TE ID）と一致するよう
に、各 TEルータで設定できます。たとえば、ワイルドカード 0.255.255.255を使用してアドレス
100.0.0.0と一致させるよう Prefix-Listを設定する場合、すべての 100.x.x.xルータ IDが自動メッ
シュグループに含められます。
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ネットワークに新しい TEルータが追加されるときに、そのルータ IDも、Prefix-Listで示される
アドレスのブロック（たとえば、100.x.x.x）内にある場合、これは、既存の各TEルータ上の自動
メッシュグループに追加され、Prefix-Listを明示的に変更したり、追加の設定を実行する必要は
ありません。

自動メッシュでは、独自の（ローカル）TEルータ IDへのトンネルは作成されません。

すべてのルータ上の Prefix-List設定が同一の場合、これらのルータ間で対称ではないトンネル
のメッシュが作成されます。

（注）

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュトンネル IDの設定, （145ページ）

Auto-Tunnelメッシュ未使用タイムアウトの設定, （146ページ）

Auto-Tunnelメッシュグループの設定, （148ページ）

トンネル Attribute-Setテンプレートの設定, （151ページ）

Auto-Tunnelメッシュでの LDPのイネーブル化, （153ページ）

トラフィックエンジニアリングの実装方法
トラフィックエンジニアリングでは、複数のグローバル隣接ルータ間の調整、トラフィックエン

ジニアリングトンネルの作成、トラフィックエンジニアリングトンネル経由の転送の設定、FRR
の設定、および差別化サービスの作成が必要です。

MPLS-TEを実装するには、次の手順に従います。

MPLS-TE トポロジの作成
MPLS-TEトポロジを設定するには、次の作業を実行します（トラフィックエンジニアリングト
ンネルの運用に必要）。

はじめる前に

MPLS-TEトポロジの作成を開始する前に、次をイネーブルにしておく必要があります。

• OSPFまたは IS-ISなどのMPLS-TE用 IGP。

• MPLSラベル配布プロトコル（LDP）。

•ポートインターフェイス上の RSVP。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDを割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デフォルトの
ルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があります。
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•デフォルト以外の保持時間またはインターバルを使用する場合は、設定する値を決定する必
要があります。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. exit
5. exit
6. router ospf process-name
7. area area-id
8. exit
9. mpls traffic-eng router-id type interface-path-id
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

11. （任意） show mpls traffic-eng topology
12. （任意） show mpls traffic-eng link-management advertisements

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

コンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラ

フィックエンジニアリングをイネーブルにし、

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#interface

ステップ 3   

MPLS-TE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。

POS0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
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目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)# exit

ステップ 4   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# exit

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

OSPFプロセスの名前を入力します。router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router ospf 1

ステップ 6   

OSPFプロセスの領域を設定します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-router)# area 0

ステップ 7   

•バックボーン領域の領域 IDは 0です。

•非バックボーン領域の IDは 0以外です。

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)# exit

ステップ 8   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#

MPLS-TEループバックインターフェイスを設定し
ます。

mpls traffic-eng router-id type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# mpls

ステップ 9   

traffic-eng router-id Loopback0

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットす
るように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレー
ションファイルに変更が保存され、コン
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)# commit

フィギュレーションセッションが終了し

て、ルータが EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーショ
ンセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コ

ンフィギュレーションセッションは終了

せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定
変更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを使
用します。

（任意）

トラフィックエンジニアリングトポロジを確認し

ます。

show mpls traffic-eng topology

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 11   

topology

（任意）

このノード上のリンクに対する、すべてのリンク管

理アドバタイズメントを表示します。

show mpls traffic-eng link-management
advertisements

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 12   

link-management advertisements

関連トピック

MPLS-TEの動作の仕組み, （4ページ）
MPLS-TEトポロジおよびトンネルの作成：例, （155ページ）

MPLS-TE トンネルの作成
MPLS-TEトンネルの作成は、ご使用のネットワークトポロジに合うようにトラフィックエンジ
ニアリングをカスタマイズするプロセスです。
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MPLS-TEトンネルを作成するには、トラフィックエンジニアリングトポロジを作成した後に次
の作業を実行します。

はじめる前に

次に、MPLS-TEトンネルを作成するための前提条件を示します。

•隣接ルータにはルータ IDが必要です。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

•デフォルト以外の保持時間またはインターバルを使用する場合は、設定する値を決定する必
要があります。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. destination ip-address
4. ipv4 unnumbered type interface-path-id
5. path-option preference - priority dynamic
6. signalled- bandwidth {bandwidth [class-type ct ] | sub-pool bandwidth}
7. Use one of these commands:

• end

• commit

8. （任意） show mpls traffic-eng tunnels
9. （任意） show ipv4 interface brief
10. （任意） show mpls traffic-eng link-management admission-control

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface

ステップ 2   

tunnel-te 1

新しいトンネルで宛先アドレスを割り当てます。destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

宛先アドレスは、リモートノードのMPLS-TEルータ ID
です。

destination 192.168.92.125

新しいトンネルで転送を実行できるように、送信元アドレ

スを割り当てます。通常インターフェイスタイプとして

ループバックが使用されます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4

ステップ 4   

unnumbered Loopback0

パスオプションを dynamicに設定して、パス IDを割り当
てます。

path-option preference - priority dynamic

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 5   

path-option l dynamic

このインターフェイスで必要なCT0帯域幅を設定します。
デフォルトのトンネルの優先順位は7であるため、トンネ

signalled- bandwidth {bandwidth [class-type
ct ] | sub-pool bandwidth}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 6   

ルはデフォルトの TEクラスマップ（つまり、クラスタ
イプ 1、優先順位 7）を使用します。

signalled-bandwidth 100

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 7   

• end • When you issue the end command, the system prompts you
to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.
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目的コマンドまたはアクション

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.

（任意）

トンネルが接続されている（アップステートになってい

る）ことを確認し、設定された TEトンネルをすべて表示
します。

show mpls traffic-eng tunnels

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng tunnels

ステップ 8   

（任意）

すべての TEトンネルインターフェイスを表示します。
show ipv4 interface brief

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ipv4

ステップ 9   

interface brief

（任意）

このノード上のすべてのトンネルを表示します。

show mpls traffic-eng link-management
admission-control

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 10   

traffic-eng link-management
admission-control

関連トピック

MPLS-TEの動作の仕組み, （4ページ）
MPLS-TEトポロジおよびトンネルの作成：例, （155ページ）
MPLS-TEトポロジの作成, （43ページ）

MPLS-TE トンネル上での転送の設定
前の作業で作成したMPLS-TEトンネル経由の転送を設定するには、次の作業を実行します。こ
の作業を行うと、ネットワークネイバー間のリンク上でMPLSパケットを転送できるようになり
ます。
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はじめる前に

次に、MPLS-TEトンネル経由の転送を設定するための前提条件を示します。

•隣接ルータにはルータ IDが必要です。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. ipv4 unnumbered type interface-path-id
4. autoroute announce
5. exit
6. router static address-family ipv4 unicast prefix mask ip-address interface type
7. Use one of these commands:

• end

• commit

8. （任意） ping {ip-address | hostname}
9. （任意） show mpls traffic-eng autoroute

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TE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 tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 1
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目的コマンドまたはアクション

新しいトンネルで転送を実行できるように、送信元アドレ

スを割り当てます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4

ステップ 3   

unnumbered Loopback0

転送するルートをネイバーノードに通知するメッセージを

イネーブルにします。

autoroute announce

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 4   

autoroute announce

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit

ステップ 5   

IPバージョン 4アドレッシングを使用するルートをイネー
ブルにし、転送がイネーブルになっている宛先アドレスお

よびトンネルを特定します。

router static address-family ipv4 unicast
prefix mask ip-address interface type

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 6   

autoroute announceコマンドが使用されていない場合、こ
の設定はスタティックルートに使用されます。

static address-family ipv4 unicast
2.2.2.2/32 tunnel-te 1

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 7   

• end • When you issue the end command, the system prompts you
to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing the
configuration changes.
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目的コマンドまたはアクション

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.

（任意）

特定の IPアドレスまたはホスト名への接続性をチェックし
ます。

ping {ip-address | hostname}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# ping

ステップ 8   

192.168.12.52

（任意）

TEトンネルの IGPに何がアドバタイズされるかを表示する
ことにより、転送を確認します。

show mpls traffic-eng autoroute

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 9   

traffic-eng autoroute

関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリングの概要, （3ページ）
MPLS-TEトンネルの作成, （46ページ）

高速再ルーティングを使用した MPLS トンネルの保護
前の作業で作成したMPLS-TEトンネルを保護するには、次の作業を実行します。

この作業は前の作業に類似していますが、この作業は重要であるため、Cisco IOS XR software
でのトラフィックエンジニアリングに必要な作業として必ず実行する必要があります。

（注）

はじめる前に

次に、MPLS-TEトンネルを保護するための前提条件を示します。

•隣接ルータにはルータ IDが必要です。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

•最初にプライマリトンネルを設定する必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. fast-reroute
4. exit
5. mpls traffic-eng
6. interface type interface-path-id
7. backup-path tunnel-te tunnel-number
8. exit
9. exit
10. interface tunnel-te tunnel-id
11. backup-bw {backup bandwidth | sub-pool {bandwidth | unlimited} | global-pool {bandwidth | unlimited}

}
12. ipv4 unnumbered type interface-path-id
13. path-option preference-priority {explicit name explicit-path-name}
14. destination ip-address
15. Use one of these commands:

• end

• commit

16. （任意） show mpls traffic-eng tunnels backup
17. （任意） show mpls traffic-eng tunnels protection frr
18. （任意） show mpls traffic-eng fast-reroute database

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定しま
す。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface tunnel-te 1

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

高速再ルーティングをイネーブルにします。fast-reroute

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# fast-reroute

ステップ 3   

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit

ステップ 4   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラ

フィックエンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 6   

interface pos0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#

バックアップトンネルへのバックアップパスを設

定します。

backup-path tunnel-te tunnel-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#

ステップ 7   

backup-path tunnel-te 2

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)# exit

ステップ 8   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

現在のコンフィギュレーションモードを終了しま

す。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# exit

ステップ 9   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定しま
す。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 10   

tunnel-te 2

このインターフェイスで必要な CT0帯域幅を設定
します。

backup-bw {backup bandwidth | sub-pool {bandwidth
| unlimited} | global-pool {bandwidth | unlimited} }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#backup-bw

ステップ 11   

デフォルトのトンネルの優先順位は 7で
あるため、トンネルはデフォルトの TE
クラスマップを使用します。

（注）

global-pool 5000

新しいトンネルで転送をセットアップするには、送

信元アドレスを割り当てます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4

ステップ 12   

unnumbered Loopback0

パスオプションを指定された名前（以前設定した）

に明示的に設定して、パス IDを割り当てます。
path-option preference-priority {explicit name
explicit-path-name}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# path-option

ステップ 13   

l explicit name backup-path

新しいトンネルで宛先アドレスを割り当てます。destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# destination

ステップ 14   

•宛先アドレスは、リモートノードのMPLS-TE
ルータ IDです。

•宛先アドレスは、バックアップトンネルと保
護トンネル間のマージポイントです。

192.168.92.125

パスで複数の保護を使用して TEトンネ
ルを設定する際に、マージポイントが複

数の保護で同じノードである場合、その

トンネルのレコードルートを設定する必

要があります。

（注）

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 15   
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目的コマンドまたはアクション

• When you issue the end command, the system
prompts you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to
the running configuration file, exits the

or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

configuration session, and returns the router
to EXEC mode.

◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or
committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

（任意）

バックアップトンネルの情報を表示します。

show mpls traffic-eng tunnels backup

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 16   

tunnels backup

（任意）

高速再ルーティング（FRR）のトンネル保護の情報
を表示します。

show mpls traffic-eng tunnels protection frr

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 17   

tunnels protection frr

（任意）

保護されているトンネルの状態（たとえば、トンネ

ルが現在 readyまたは active状態であること）を表
示します。

show mpls traffic-eng fast-reroute database

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng
fast-reroute database

ステップ 18   

関連トピック

高速再ルーティング, （14ページ）
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高速再ルーティングノード保護, （20ページ）
MPLS-TEトンネルの作成, （46ページ）
MPLS-TEトンネル上での転送の設定, （49ページ）

AutoTunnel バックアップのイネーブル化
AutoTunnelバックアップ機能を設定するには、次の作業を実行します。デフォルトでは、この機
能はディセーブルになっています。AutoTunnelバックアップ機能は、インターフェイスごとに設
定できます。この機能は、各インターフェイスまたはリンクで、明示的にイネーブルにする必要

があります。

手順の概要

1. configure
2. ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback 0
3. mpls traffic-eng
4. auto-tunnel backup timers removal unused frequency
5. auto-tunnel backup tunnel-id min minmax max
6. Use one of these commands:

• end

• commit

7. show mpls traffic-eng auto-tunnel backup summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

AutoTunnelバックアップトンネルで使用できる、グローバル
に設定された IPv4アドレスを設定します。

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng
Loopback 0

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#ipv4
unnumbered mpls traffic-eng Loopback
0

ステップ 2   

Loopback 0はルータ IDです。 AutoTunnelバック
アップトンネルは、グローバル IPv4アドレスを設
定しないとアップ状態になりません。

（注）

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 3   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x    
   OL-26056-02-J 57

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
AutoTunnel バックアップのイネーブル化



目的コマンドまたはアクション

タイマーによりバックアップ自動トンネルがスキャンされる

頻度を設定し、使用されていないトンネルを削除します。

auto-tunnel backup timers removal unused
frequency

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
auto-tunnel backup timers removal
unused 20

ステップ 4   

•バックアップ自動トンネルをスキャンするには、frequency
引数を使用します。範囲は 0～ 10080です。

また、mpls traffic-engインターフェイスモードで
auto-tunnel backupコマンドを設定することもできま
す。

（注）

自動バックアップトンネルに使用されるトンネルインター

フェイス番号の範囲を設定します。範囲は 0～ 65535です。
auto-tunnel backup tunnel-id minminmax
max

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
auto-tunnel backup tunnel-id min 6000
max 6500

ステップ 5   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 6   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing the
configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.

設定済みのMPLS-TEバックアップ自動トンネルに関する情報
を表示します。

show mpls traffic-eng auto-tunnel backup
summary

例：

ステップ 7   

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng auto-tunnel backup summary
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関連トピック

バックアップ AutoTunnels, （6ページ）

MPLS-TE Auto-Tunnelバックアップの設定：例, （165ページ）

AutoTunnel バックアップの削除
すべてのバックアップ自動トンネルを削除するには、次の作業を実行してAutoTunnelバックアッ
プ機能を削除します。

手順の概要

1. clear mpls traffic-eng auto-tunnel backup unused { all | tunnel-tenumber}
2. Use one of these commands:

• end

• commit

3. show mpls traffic-eng auto-tunnel summary

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

EXECモードから、すべてのMPLS-TE自動バックアップトンネ
ルをクリアします。また、特定の Tunnel-TEでマーキングされ

clearmpls traffic-eng auto-tunnel backup
unused { all | tunnel-tenumber}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# clear mpls
traffic-eng auto-tunnel backup unused
all

ステップ 1   

た自動バックアップトンネルも削除できますが、これはそのト

ンネルが現在使用されていない場合に限られます。

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 2   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns
the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXEC mode without committing the configuration
changes.
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目的コマンドまたはアクション

◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration
session without exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to
the running configuration file and remain within the configuration
session.

削除されたものも含めて、MPLS-TE自動トンネルの情報を表示
します。

show mpls traffic-eng auto-tunnel
summary

例：

ステップ 3   

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng auto-tunnel summary

関連トピック

バックアップ AutoTunnels, （6ページ）

MPLS-TE Auto-Tunnelバックアップの設定：例, （165ページ）

高速再ルーティングが可能な TE LSP を保護するための MPLS バック
アップ自動トンネルの確立

MPLSバックアップ自動トンネルを確立して高速リルートが可能なTELSPを保護するには、次の
作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. auto-tunnel backup
5. Use one of these commands:

• end

• commit

6. show mpls traffic-eng auto-tunnel backup summary
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィック

エンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

指定されたインターフェイスで自動トンネルバックアッ

プ機能をイネーブルにします。

auto-tunnel backup

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
auto-tunnel backup

ステップ 4   

同様のリンクでは、スタティックバックアップ

は設定できません。

（注）

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts you
to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain within
the configuration session.
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目的コマンドまたはアクション

設定済みのMPLS-TEバックアップ自動トンネルに関する
情報を表示します。

show mpls traffic-eng auto-tunnel backup
summary

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic
auto-tunnel backup summary

ステップ 6   

関連トピック

バックアップ AutoTunnels, （6ページ）

MPLS-TE Auto-Tunnelバックアップの設定：例, （165ページ）

リンク保護を使用したネクストホップトンネルの確立

プライマリトンネルでネクストホップトンネルおよびリンク保護を確立するには、次の作業を実

行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. auto-tunnel backup nhop-only
5. auto-tunnel backup exclude srlg [preferred]
6. Use one of these commands:

• end

• commit

7. show mpls traffic-eng tunnels number detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィック

エンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

ダイナミックNHOPバックアップトンネルの作成をイネー
ブルにします。デフォルトでは、NHOP保護およびNNHOP
保護が両方ともイネーブルになっています。

auto-tunnel backup nhop-only

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
auto-tunnel backup nhop-only

ステップ 4   

この nhop-onlyオプションを使用することで、リ
ンク保護だけが提供されるようになります。

（注）

特定のインターフェイスに関連付けられたAutoTunnelバッ
クアップに対する特定のリンク上で、SRLG値の除外をイ
ネーブルにします。

auto-tunnel backup exclude srlg [preferred]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
auto-tunnel backup exclude srlg preferred

ステップ 5   

preferredオプションを使用すると、すべての SRLGを除外
するパスが見つからない場合でも、AutoTunnelバックアッ
プトンネルがアップ状態になります。

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 6   

• end • When you issue the end command, the system prompts you
to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.
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目的コマンドまたはアクション

設定済みのNHOPトンネルおよび SRLGの情報を表示しま
す。

show mpls traffic-eng tunnels number detail

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng tunnels 1 detail

ステップ 7   

関連トピック

バックアップ AutoTunnels, （6ページ）

MPLS-TE Auto-Tunnelバックアップの設定：例, （165ページ）

先行標準 DS-TE トンネルの設定
先行標準 DS-TEトンネルを設定するには、次の作業を実行します。

はじめる前に

次に、先行標準 DS-TEトンネルを設定するための前提条件を示します。

•隣接ルータにはルータ IDが必要です。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

手順の概要

1. configure
2. rsvp interface type interface-path-id
3. bandwidth [total reservable bandwidth] [bc0 bandwidth] [global-pool bandwidth] [sub-pool

reservable-bw]
4. exit
5. exit
6. interface tunnel-te tunnel-id
7. signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct] | sub-pool bandwidth}
8. Use one of these commands:

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

RSVPコンフィギュレーションモードを開始して、RSVP
インターフェイスを選択します。

rsvp interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# rsvp

ステップ 2   

interface pos0/6/0/0

先行標準 DS-TEモードを使用して、このインターフェ
イスで使用できる予約済みRSVP帯域幅を設定します。

bandwidth [total reservable bandwidth] [bc0
bandwidth] [global-pool bandwidth] [sub-pool
reservable-bw]

ステップ 3   

total reserve bandwidth引数の範囲は 0～ 4294967295で
す。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)#
物理インターフェイス帯域幅はMPLS-TEで使用されま
せん。bandwidth 100 150 sub-pool 50

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)# exit

ステップ 4   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp)#

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp)# exit

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 6   

tunnel-te 2
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスで必要な帯域幅を設定します。

デフォルトのトンネルの優先順位は7であるため、トン
signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct] |
sub-pool bandwidth}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 7   

ネルはデフォルトのTEクラスマップ（つまり、クラス
タイプ 1、優先順位 7）を使用します。

signalled-bandwidth sub-pool 10

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 8   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

先行標準 DS-TEモード, （10ページ）
IETF DS-TEトンネルの設定：例, （157ページ）

RDM を使用した IETF DS-TE トンネルの設定
RDMを使用して IETFモード DS-TEトンネルを作成するには、次の作業を実行します。

はじめる前に

次に、RDMを使用して IETFモード DS-TEトンネルを作成するための前提条件を示します。

•隣接ルータにはルータ IDが必要です。
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•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

手順の概要

1. configure
2. rsvp interface type interface-path-id
3. bandwidth rdm {total-reservable-bw | bc0 | global-pool} {sub-pool | bc1 reservable-bw}
4. exit
5. exit
6. mpls traffic-eng
7. ds-te mode ietf
8. exit
9. interface tunnel-te tunnel-id
10. signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct] | sub-pool bandwidth}
11. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

RSVPコンフィギュレーションモードを開始して、RSVP
インターフェイスを選択します。

rsvp interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# rsvp

ステップ 2   

interface pos0/6/0/0

Russian Doll Model（RDM）帯域幅制限モデルを使用し
て、このインターフェイスで使用できる予約済みRSVP

bandwidth rdm {total-reservable-bw | bc0 |
global-pool} {sub-pool | bc1 reservable-bw}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)#

ステップ 3   

帯域幅を設定します。 total reserve bandwidth引数の範
囲は 0～ 4294967295です。

物理インターフェイス帯域幅はMPLS-TEで
使用されません。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

bandwidth rdm 100 150

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)# exit

ステップ 4   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp)

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp) exit

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 6   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

IETF DS-TEモードとデフォルトの TEクラスマップを
イネーブルにします。 IETFDS-TEモードは、すべての
ネットワークノードで設定されます。

ds-te mode ietf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# ds-te

ステップ 7   

mode ietf

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# exit

ステップ 8   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 9   

tunnel-te 4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
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目的コマンドまたはアクション

MPLS TEトンネルに必要な帯域幅を設定します。デ
フォルトのトンネルの優先順位は 7であるため、トン

signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct] |
sub-pool bandwidth}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 10   

ネルはデフォルトの TEクラスマップ（つまり、クラ
スタイプ 1、優先順位 7）を使用します。

signalled-bandwidth 10 class-type 1

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 11   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration sessionwithout exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

Russian Doll帯域幅制約モデル, （11ページ）

MAM を使用した IETF DS-TE トンネルの設定
Maximum Allocation Model（MAM）帯域幅制限モデルを使用して IETFモード差別化サービスト
ラフィックエンジニアリングトンネルを設定するには、次の作業を実行します。

はじめる前に

次に、MAM帯域幅制限モデルを使用して IETFモード差別化サービストラフィックエンジニア
リングトンネルを設定するための前提条件を示します。
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•隣接ルータにはルータ IDが必要です。

•リンクを正常に行うには、リンクのいずれかの側に安定したルータ IDが必要です。ルータ
IDをルータに割り当てない場合、デフォルトでグローバルルータ IDに設定されます。デ
フォルトのルータ IDは変更されることがあり、不安的なリンクの原因となる可能性があり
ます。

手順の概要

1. configure
2. rsvp interface type interface-path-id
3. bandwidth mam {total reservable bandwidth |max-reservable-bw maximum-reservable-bw} [bc0

reservable bandwidth] [bc1 reservable bandwidth]
4. exit
5. exit
6. mpls traffic-eng
7. ds-te mode ietf
8. ds-te bc-model mam
9. exit
10. interface tunnel-te tunnel-id
11. signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct] | sub-pool bandwidth}
12. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

RSVPコンフィギュレーションモードを開始して、RSVP
インターフェイスを選択します。

rsvp interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# rsvp

ステップ 2   

interface pos0/6/0/0
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目的コマンドまたはアクション

このインターフェイスで使用可能な予約済み RSVP帯域
幅を設定します。

bandwidth mam {total reservable bandwidth |
max-reservable-bw maximum-reservable-bw}
[bc0 reservable bandwidth] [bc1 reservable
bandwidth]

ステップ 3   

物理インターフェイス帯域幅はMPLS-TEで使
用されません。

（注）

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)#
bandwidth mam max-reservable-bw 400 bc0
300 bc1 200

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)#

ステップ 4   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp)#

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp)# exit

ステップ 5   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 6   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

IETFDS-TEモードとデフォルトの TEクラスマップをイ
ネーブルにします。ネットワーク内のすべてのノードに

IETF DS-TEモードを設定します。

ds-te mode ietf

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 7   

ds-te mode ietf

MAM帯域幅制限モデルをグローバルにイネーブルにし
ます。

ds-te bc-model mam

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 8   

ds-te bc-model mam
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目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 9   

exit

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 10   

tunnel-te 4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

MPLSTEトンネルに必要な帯域幅を設定します。デフォ
ルトのトンネルの優先順位は 7であるため、トンネルは

signalled-bandwidth {bandwidth [class-type ct]
| sub-pool bandwidth}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)#

ステップ 11   

デフォルトの TEクラスマップ（つまり、クラスタイプ
1、優先順位 7）を使用します。

signalled-bandwidth 10 class-type 1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 12   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)# ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュend

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rsvp-if)# ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

関連トピック

最大割り当て帯域幅制約モデル, （11ページ）

OSPF での MPLS-TE および高速再ルーティングの設定
OSPFでMPLS-TEおよび高速再ルーティング（FRR）を設定するには、次の作業を実行します。

はじめる前に

OSPFでの複数の隣接では、ポイントツーポイントインターフェイス（P2P）インターフェイ
スのみがサポートされています。これは、ネイティブ P2Pインターフェイス、または OSPF
P2Pコンフィギュレーションコマンドが適用されて P2Pインターフェイスとして機能するよ
うに強制されたブロードキャストインターフェイスのいずれかです（OSPFの場合のみ）。こ
の制限は、IS-ISには適用されません。

Tunnel-TEインターフェイスは、IS-ISではサポートされていません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. path-option [protecting ] preference-priority {dynamic [pce [address ipv4 address] | explicit {name

pathname | identifier path-number } } [isis instance name {level level} ] [ospf instance name {area area
ID} ] ] [verbatim] [lockdown]

4. ステップ 3を必要なだけ繰り返します。
5. Use one of these commands:

• end

• commit

6. show mpls traffic-eng tunnels [tunnel-number]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。
トンネル ID番号の範囲は 0～ 65535です。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 2   

tunnel-te 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

MPLS-TEトンネルに対して明示パスオプションを設定
します。OSPFは、単一のOSPFインスタンスおよびエ
リアに制限されます。

path-option [protecting ] preference-priority
{dynamic [pce [address ipv4 address] | explicit
{name pathname | identifier path-number } } [isis
instance name {level level} ] [ospf instance name
{area area ID} ] ] [verbatim] [lockdown]

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# path-option
1 explicit identifier 6 ospf green area 0

別の明示パスオプションを設定します。ステップ 3を必要なだけ繰り返します。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# path-option

ステップ 4   

2 explicit name 234 ospf 3 area 7 verbatim

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.
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目的コマンドまたはアクション

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration sessionwithout exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

MPLS-TEトンネルの情報を表示します。show mpls traffic-eng tunnels [tunnel-number]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 6   

tunnels 1

MPLS-TE での統合 Ignore IS-IS 過負荷ビットの設定
MPLS-TEで過負荷ノード回避を設定するには、次の作業を実行します。過負荷ビットをイネーブ
ルにしている場合、トンネルパスで過負荷ノードが見つかると、トンネルがダウンします。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. path-selection ignore overload {head |mid | tail}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

MPLS-TEの Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
過負荷ビット設定を無視します。

path-selection ignore overload {head |mid
| tail}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

IS-ISによりヘッドルータ上に set-overload-bitが設定されてい
る場合は、トンネルはアップ状態のままになります。

path-selection ignore overload head

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッend

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされま

せん。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。
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関連トピック

MPLS-TEでの Intermediate System-to-Intermediate System過負荷ビット設定の無視, （15ペー
ジ）

MPLS-TEでの Ignore IS-IS過負荷ビットの設定：例, （157ページ）

柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定

MPLS-TEの柔軟な名前ベースのトンネル制約を完全に設定するには、次の高レベルの作業を順番
に実行する必要があります。

1 数値へのカラー名の割り当て, （77ページ）

2 アフィニティ名の TEリンクとの関連付け, （79ページ）

3 TEトンネルのアフィニティ制約の関連付け, （81ページ）

数値へのカラー名の割り当て

新しいカラーリング方式をイネーブルにするための最初の作業は、数値（16進数）を各値（カ
ラー）に割り当てることです。

アフィニティカラー名が 64文字を超えることはできません。アフィニティ値は、1桁を超え
ることはできません。たとえば、magenta1のようになります。

（注）

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. affinity-map affinity name {affinity value | bit-position value}
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

カラー名を使用して、アフィニティ名およびマップ値を入力し

ます（複数のカラー（最大64カラー）を割り当てるには、この
affinity-map affinity name {affinity value |
bit-position value}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

コマンドを繰り返します）。アフィニティカラー名が 64文字
を超えることはできません。カラー名に割り当てる値は 1桁で
ある必要があります。

affinity-map red 1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

関連トピック

柔軟な名前ベースのトンネル制約, （16ページ）
柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定：例, （158ページ）

アフィニティ名の TE リンクとの関連付け
MPLS-TEの柔軟な名前ベースのトンネル制約設定における次のステップでは、アフィニティ名と
値を TEリンクに割り当てます。最大 32個のカラーを割り当てることができます。リンクにカ
ラーを割り当てる前に、各カラーに対して名前/値のマッピングを定義する必要があります。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. attribute-names attribute name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

インターフェイス上でMPLS-TEをイネーブルにし、
MPLS-TE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 interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

interface tunnel-te 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#

選択されたインターフェイス上で、カラーを TEリンクに
割り当てます。

attribute-names attribute name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#

ステップ 4   

attribute-names red

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 5   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレー

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
commit

ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

関連トピック

柔軟な名前ベースのトンネル制約, （16ページ）
柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定：例, （158ページ）
数値へのカラー名の割り当て, （77ページ）

TE トンネルのアフィニティ制約の関連付け
MPLS-TEの柔軟な名前ベースのトンネル制約設定における最後のステップでは、トンネルをア
フィニティ制約に割り当てます。

このモデルを使用する場合、マスクはありません。その代わりに、4種類のアフィニティ制約が
サポートされています。

• include

• include-strict

• exclude

• exclude-all

上記のアフィニティ制約では、exclude-all制約以外はすべて最大10個のカラーと関連付けでき
ます。

（注）

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. affinity {affinity-value mask mask-value | exclude name | exclude -all | include name | include-strict

name}
4. Use one of these commands:

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 1

トンネルを構成するリンクのリンク属性を設定します。最大 10
個のカラーを持つことができます。

affinity {affinity-value maskmask-value
| exclude name | exclude -all | include
name | include-strict name}

ステップ 3   

トンネル設定の下に、複数の include文を指定できます。この設
定では、リンクに赤または最低でも緑が含まれる場合、そのリン例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
クはCSPFの対象となります。たがって、赤と他のカラーを含む
リンクおよび緑と他のカラーを含むリンクは制約を満たす必要が

あります。
affinity include red

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
end

◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns
the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit

◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXEC mode without committing the configuration
changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration
session without exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to the
running configuration file and remain within the configuration
session.
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関連トピック

柔軟な名前ベースのトンネル制約, （16ページ）
柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定：例, （158ページ）

MPLS-TE リンク情報をフラッディングするよう IS-IS を設定
Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコルを実行して、MPLS-TEリンク情報を
複数の IS-ISレベルにフラッディングするには、次の作業を実行します。

この手順では、MPLS-TEを IS-ISレベル 1およびレベル 2の両方でイネーブルにする方法につい
て説明します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. net network-entity-title
4. address-family {ipv4 | ipv6} {unicast}
5. metric-style wide
6. mpls traffic-eng level
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IS-ISインスタンスを入力します。router isis instance-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

isis 1
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目的コマンドまたはアクション

ルーティングプロセスの IS-IS Network Entity Title（NET）を
入力します。

net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#

ステップ 3   

net 47.0001.0000.0000.0002.00

IPv4アドレスプレフィックスおよび IPv6アドレスプレフィッ
クスを使用する IS-ISルーティングを設定するアドレスファ
ミリコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family {ipv4 | ipv6} {unicast}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#

ステップ 4   

address-family ipv4 unicast

新しいスタイルのタイプ、長さ、値（TLV）オブジェクトを
入力します。

metric-style wide

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#

ステップ 5   

metric-style wide

必要なMPLS-TEレベル（1つまたは複数）を入力します。mpls traffic-eng level

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#

ステップ 6   

mpls traffic-eng level-1-2

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 7   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

MPLS-TE の OSPF 領域の設定
MPLS-TEの OSPF領域を、OSPFバックボーン領域 0および領域 1の両方で設定するには、次の
作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf process-name
3. mpls traffic-eng router-id type interface-path-id
4. area area-id
5. interface type interface-path-id
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

OSPFルーティングプロセスを一意に識別する名前を入力し
ます。

router ospf process-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router

ステップ 2   

process-name

スペースを含まない 40文字以内の任意の英数字ストリ
ング。

ospf 100
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目的コマンドまたはアクション

MPLSインターフェイスタイプを入力します。詳細について
は、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

mpls traffic-eng router-id type
interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#

ステップ 3   

mpls traffic-eng router-id Loopback0

OSPF領域 IDを入力します。area area-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf)#

ステップ 4   

area-id

10進数値または IPアドレスのいずれか。
area 0

インターフェイス IDを特定します。詳細については、疑問
符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#

ステップ 5   

interface POS 0/2/0/0

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-ar)#
commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

ABR がルーズアドレスとして設定された明示パスの設定
ABRがルーズアドレスとして設定された IPv4明示パスを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. explicit-path name name
3. index index-id next-address [loose] ipv4 unicast ip-address
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

明示パスの名前を入力します。explicit-path name name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

explicit-path name interarea1

トンネルの IP明示パスにアドレスを含めます。index index-id next-address [loose] ipv4
unicast ip-address

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-expl-path)#
index 1 next-address loose ipv4 unicast
10.10.10.10

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-expl-path)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-expl-path)#
commit

ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレー

ションセッションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

MPLS-TE 転送隣接の設定
特定の Tunnel-TEインターフェイスで転送隣接を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. forwarding-adjacency holdtime value
4. Use one of these commands:

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TE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 tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 1

オプションの特定の保持時間値を使用して、転送隣接を設定し

ます。この値はデフォルトで 0（ミリ秒）です。
forwarding-adjacency holdtime value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

forwarding-adjacency holdtime 60

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
end

◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns
the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit

◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXECmode without committing the configuration
changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration
session without exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to
the running configuration file and remain within the configuration
session.
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関連トピック

MPLS-TE転送隣接の利点, （20ページ）
転送隣接の設定：例, （160ページ）

パス計算クライアントおよび要素の設定

パス計算クライアント（PCC）およびパス計算要素（PCE）を設定するには、次の作業を実行し
ます。

•パス計算クライアントの設定, （90ページ）

•パス計算要素アドレスの設定, （92ページ）

• PCEパラメータの設定, （93ページ）

パス計算クライアントの設定

TEトンネルを PCCとして設定するには、次の作業を実行します。

一度に 1つの TE対応 IGPインスタンスのみを使用できます。（注）

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. path-option preference-priority dynamic pce
4. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEインターフェイスコンフィギュレーションモードを
開始して、発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラ

フィックエンジニアリングをイネーブルにします。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 6

TEトンネルを PCCとして設定します。path-option preference-priority dynamic
pce

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
path-option 1 dynamic pce

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
end

◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns
the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit

◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXEC mode without committing the configuration
changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration
session without exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to
the running configuration file and remain within the configuration
session.

関連トピック

パス計算要素, （21ページ）
PCEの設定：例, （161ページ）
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パス計算要素アドレスの設定

PCEアドレスを設定するには、次の作業を実行します。

一度に 1つの TE対応 IGPインスタンスのみを使用できます。（注）

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. pce address ipv4 address
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng

PCE IPv4アドレスを設定します。pce address ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

pce address ipv4 10.1.1.1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
commit

セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

関連トピック

パス計算要素, （21ページ）
PCEの設定：例, （161ページ）

PCE パラメータの設定
スタティックPCEピア、定期再最適化タイマー値、および要求のタイムアウト値などのPCEパラ
メータを設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. pce address ipv4 address
4. pce peer ipv4 address
5. pce keepalive interval
6. pce deadtimer value
7. pce reoptimize value
8. pce request-timeout value
9. pce tolerance keepalive value
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

11. show mpls traffic-eng pce peer [address | all]
12. show mpls traffic-eng pce tunnels

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng

PCE IPv4アドレスを設定します。pce address ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

pce address ipv4 10.1.1.1
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目的コマンドまたはアクション

スタティックPCEピアアドレスを設定します。また、PCE
ピアは OSPFまたは ISISを介して動的に検出されます。

pce peer ipv4 address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 4   

pce peer address ipv4 10.1.1.1

PCEPキープアライブインターバルを設定します。範囲は
0～ 255秒です。キープアライブインターバルを 0に設定

pce keepalive interval

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 5   

すると、LSRはキープアライブメッセージを送信しませ
ん。

pce keepalive 10

PCE deadtimer値を設定します。範囲は 0～ 255秒です。
dead intervalを 0に設定すると、LSRは、リモートピアに対
する PCEPセッションをタイムアウトにしません。

pce deadtimer value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 6   

pce deadtimer 50

定期再最適化タイマー値を設定します。範囲は60～604800
秒です。 dead intervalを 0に設定すると、LSRは、リモート
ピアに対するPCEPセッションをタイムアウトにしません。

pce reoptimize value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 7   

pce reoptimize 200

PCEの要求タイムアウトを設定します。範囲は 5～ 100秒
です。 PCCまたは PCEは、request-timeoutで指定した期間
だけ、パス保留要求を保持します。

pce request-timeout value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 8   

pce request-timeout 10

PCEトレランスキープアライブ値（ピアで提示される最小
許容キープアライブ）を設定します。

pce tolerance keepalive value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 9   

pce tolerance keepalive 10

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更もコ

ミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するに

は、commitコマンドを使用します。

PCEピアアドレスおよび状態を表示します。show mpls traffic-eng pce peer [address |
all]

ステップ 11   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng pce peer

PCEトンネルの状態を表示します。show mpls traffic-eng pce tunnels

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 12   

traffic-eng pce tunnels

関連トピック

パス計算要素, （21ページ）
PCEの設定：例, （161ページ）

MPLS-TE でのパス保護の設定
次の作業では、MPLS-TEでパス保護を設定する方法について説明します。
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インターフェイスのパス保護のイネーブル化

特定のトンネルインターフェイスのパス保護をイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. path-protection
4. Use one of these commands:

• end

• commit

5. show mpls traffic-eng tunnels [tunnel-number]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定して、発信元ノー
ド上の特定のインターフェイスでトラフィックエンジニアリン

グをイネーブルにします。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 6

Tunnel-TEインターフェイス上でパス保護をイネーブルにしま
す。

path-protection

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

path-protection

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
end

◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns
the router to EXEC mode.

◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXECmode without committing the configuration
changes.

or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit ◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration

session without exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to
the running configuration file and remain within the configuration
session.

パス保護がトンネル番号 6の Tunnel-TEインターフェイスでイ
ネーブルになっているという情報を表示します。

show mpls traffic-eng tunnels
[tunnel-number]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 5   

traffic-eng tunnels 6

関連トピック

パス保護, （23ページ）
パス保護の前提条件, （23ページ）
パス保護の制約事項, （24ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

トンネルへのダイナミックパスオプションの割り当て

パスでリンクまたはノードの障害が発生し、ネットワーク内のすべてのインターフェイスが保護

されなくなった場合のために、セカンダリパスオプションを割り当てるには、次の作業を実行し

ます。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. path-option preference-priority dynamic
4. Use one of these commands:

• end

• commit

5. show mpls traffic-eng tunnels [tunnel-number]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定して、発信元ノー
ド上の特定のインターフェイスでトラフィックエンジニアリ

ングをイネーブルにします。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

interface tunnel-te 6

MPLS-TEトンネルにセカンダリパスオプションを設定しま
す。

path-option preference-priority dynamic

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

path-option 10 dynamic

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
commit
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目的コマンドまたはアクション

◦ Entering no exits the configuration session and returns the
router to EXECmodewithout committing the configuration
changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing the
configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to
the running configuration file and remain within the configuration
session.

トンネル番号 6のTunnel-TEインターフェイス上のセカンダリ
パスオプションについての情報を表示します。

show mpls traffic-eng tunnels
[tunnel-number]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 5   

traffic-eng tunnels 6

関連トピック

パス保護, （23ページ）
パス保護の前提条件, （23ページ）
パス保護の制約事項, （24ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

パス保護トンネルでの強制的な手動切り替え

パス保護トンネルでの手動切り替えを強制するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. mpls traffic-eng path-protection switchover tunnel-te tunnel-ID
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Tunnel-TEインターフェイスでポイントツーポ
イント（P2P）のパス保護切り替えを強制しま
す。

mpls traffic-eng path-protection switchover tunnel-te
tunnel-ID

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mpls traffic-eng

ステップ 1   

path-protection switchover tunnel-te 6

関連トピック

パス保護, （23ページ）
パス保護の前提条件, （23ページ）
パス保護の制約事項, （24ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

再最適化前にトンネルで発生する遅延の設定

パス保護切り替えイベントがトンネルのヘッドに影響する時点から、そのトンネルで再最適化が

実行されるまでの時間を設定するには、次の作業を実行します。このタイマーは、切り替えに

よって必要となる再最適化の試行に対してのみ影響するものであり、グローバル再最適化タイマー

を上書きするものではありません。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. reoptimize timers delay path-protection seconds
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mpls traffic-eng

ステップ 2   

切り替えの発生後にトンネルで再最適化がトリガーされるまで

に経過する秒数を調整します。

制限事項として、スタンバイ LSPがアップするため
には最低でも 1つのダイナミックパスオプションを
設定する必要があります。スタンバイ LSPでは、ス
トリクト（明示）パスオプションはサポートされて

いません。

（注）

reoptimize timers delay path-protection
seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
reoptimize timers delay

path-protection 180

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

関連トピック

パス保護, （23ページ）
パス保護の前提条件, （23ページ）
パス保護の制約事項, （24ページ）
パス保護のトンネルの設定：例, （162ページ）

自動帯域幅の設定

自動帯域幅を設定するには、次の作業を実行します。

収集頻度の設定

収集頻度を設定するには、次の作業を実行します。グローバル収集頻度は、1つのみ設定できま
す。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. auto-bw collect frequency minutes
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls

ステップ 2   

traffic-eng
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

自動帯域幅の収集頻度を設定し、トンネルの帯域幅での出力

レート情報の収集方法を制御します。ただし、トンネル帯域幅

は調整しません。

auto-bw collect frequency minutes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#

ステップ 3   

minutes
auto-bw collect frequency 1

自動帯域幅調整の間隔を分で設定します。指定できる値

の範囲は 1～ 10080です。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
commit

セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットされ

ません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

自動帯域幅のMPLS-TEトンネルに関する情報を表示します。
グローバルに設定された収集頻度が表示されます。

show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 5   

traffic tunnels auto-bw

関連トピック

MPLS-TE自動帯域幅の概要, （25ページ）
自動帯域幅の設定：例, （162ページ）

現在の適用期間の即時の強制的な期限切れ

指定したトンネルで、現在の適用期間がただちに期限切れになるように強制するには、次の作業

を実行します。適用期間が自動的に終了するまで待機する間は、トンネルには最大の帯域幅が適

用されます。

手順の概要

1. mpls traffic-eng auto-bw apply {all | tunnel-te tunnel-number}
2. show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

現在の適用期間が終了するまで待機することなく、トン

ネルで利用できる最大の帯域幅を設定します。

mpls traffic-eng auto-bw apply {all | tunnel-te
tunnel-number}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# mpls traffic-eng

ステップ 1   

all

すべてのトンネルで瞬間的に利用できる最大の帯

域幅を設定します。auto-bw apply tunnel-te 1

tunnel-te

指定されたトンネルに瞬間的な最大帯域幅を設定

します。範囲は 0～ 65535です。
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目的コマンドまたはアクション

自動帯域幅のMPLS-TEトンネルに関する情報を表示し
ます。

show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls

ステップ 2   

traffic-eng tunnels auto-bw

自動帯域幅機能の設定

次の自動帯域幅機能を設定するには、次の作業を実行します。

適用の頻度

自動帯域幅によりトンネルの帯域幅が更新される適用頻度を設定します。

帯域幅の収集

帯域幅収集のみを設定します。

帯域幅のパラメータ

トンネルに設定する最小および最大自動帯域幅を設定します。

調整しきい値

各トンネルに調整しきい値を設定します。

オーバーフロー検出

各トンネルにオーバーフロー検出を設定します。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. auto-bw
4. application minutes
5. bw-limit {min bandwidth } {max bandwidth}
6. adjustment-threshold percentage [min minimum-bandwidth]
7. overflow threshold percentage [min bandwidth] limit limit
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定して、発信
元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィックエ

ンジニアリングをイネーブルにします。

interface tunnel-te tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステッ

プ 2   

tunnel-te 6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

トンネルインターフェイスに自動帯域幅を設定して、

MPLS-TE自動帯域幅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。

auto-bw

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# auto-bw

ステッ

プ 3   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#

該当するトンネルに、分単位で適用頻度を設定します。application minutes

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#

ステッ

プ 4   
minutes

自動帯域幅の適用頻度（分単位）。指定できる値

の範囲は 5～ 10080（7日）です。デフォルト値は
1440（24時間）です。
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目的コマンドまたはアクション

application 1000

トンネルに設定する最小および最大自動帯域幅を設定し

ます。

bw-limit {min bandwidth } {max bandwidth}

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#

ステッ

プ 5   

min

トンネルに最小自動帯域幅（kbps単位）を適用し
ます。範囲は 0～ 4294967295です。

bw-limit min 30 max 80

max

トンネルに最大自動帯域幅（kbps単位）を適用し
ます。範囲は 0～ 4294967295です。

調整をトリガーするトンネル帯域幅変更のしきい値を設

定します。

adjustment-threshold percentage [min
minimum-bandwidth]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#

ステッ

プ 6   

percentage

最大のサンプルパーセンテージが現在の帯域幅よ

りも大きい、または小さい場合に、調整をトリガー

する帯域幅変更のしきい値（パーセント）。指定

できる値の範囲は 1～ 100 %です。デフォルト値
は 5パーセントです。

adjustment-threshold 50 min 800

min

調整をトリガーするトンネル帯域幅変更の値を設

定します。トンネル帯域幅は、最大サンプルが現

在の帯域幅よりも大きい、または小さい場合のみ、

変更されます。指定できる値の範囲は 10～
4294967295キロビット/秒（kbps）です。デフォル
ト値は 10 kbpsです。

トンネルオーバーフロー検出を設定します。overflow threshold percentage [min bandwidth] limit
limit

ステッ

プ 7   
percentage

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#

オーバーフローをトリガーする帯域幅変更パーセ

ンテージ。指定できる値の範囲は1～100%です。
overflow threshold 100 limit 1
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目的コマンドまたはアクション

limit

しきい値を超過する連続収集間隔の回数を設定し

ます。帯域幅オーバーフローは、早期のトンネル

帯域幅更新をトリガーします。指定できる値の範

囲は 1～ 10個の収集期間です。デフォルト値は
noneです。

min

オーバーフローをトリガーする帯域幅変更値をkbps
単位で設定します。指定できる値の範囲は 10～
4294967295です。デフォルト値は、10です。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 8   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#
end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-tunte-autobw)#
commit

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更

もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を
保存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

自動帯域幅がイネーブルになっているトンネルのみの

MPLS-TEトンネル情報を表示します。
show mpls traffic-eng tunnels [auto-bw]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステッ

プ 9   

tunnels auto-bw
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関連トピック

MPLS-TE自動帯域幅の概要, （25ページ）
自動帯域幅の設定：例, （162ページ）

共有リスクリンクグループの設定

MPLSトラフィックエンジニアリングの SRLG機能をアクティブにするには、別のリンクとの共
有リスクを持つ各リンクの SRLG値を設定する必要があります。

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG 値の設定
別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値を設定するには、次の作業を実行します。

インターフェイス 1つにつき、最大 30個の SRLGを設定できます。（注）

手順の概要

1. configure
2. srlg
3. interface type interface-path-id
4. value value
5. Use one of these commands:

• end

• commit

6. show srlg interface type interface-path-id
7. show srlg

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

特定のインターフェイスコンフィギュレーションモードで

SRLGコンフィギュレーションコマンドを設定し、このSRLG
値を割り当てます。

srlg

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# srlg

ステップ 2   

SRLGと関連付けるインターフェイスタイプおよびパス ID
を設定し、SRLG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 interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-srlg)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

特定のインターフェイスに対する SRLGネットワーク値を設
定します。範囲は 0～ 4294967295です。

value value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-srlg-if)#
value 100

ステップ 4   

また、バンドルインターフェイスを含む複数のイ

ンターフェイスでSRLG値を設定することもできま
す。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router (config-srlg-if)#
value 200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-srlg-if)#
value 300

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to
commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing the
configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.

（任意）特定のインターフェイスに設定されている SRLG値
を表示します。

show srlg interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show srlg
interface POS 0/6/0/0

ステップ 6   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）すべてのインターフェイスに設定されている SRLG
値を表示します。

show srlg

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show srlg

ステップ 7   

最大250のインターフェイスを設定できるようにな
りました。

（注）

関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

除外 SRLG を使用した明示パスの作成
除外 SRLGオプションを使用して明示パスを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. explicit-path {identifier number [disable | index]}{ name explicit-path-name}
3. index 1 exclude-address 192.168.92.1
4. index 2 exclude-srlg 192.168.92.2
5. Use one of these commands:

• end

• commit

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x
112 OL-26056-02-J  

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
共有リスクリンクグループの設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

明示パスコンフィギュレーションモードを開始します。

IDの範囲は 1～ 65535です。
explicit-path {identifier number [disable |
index]}{ name explicit-path-name}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
explicit-path name backup-srlg

ステップ 2   

明示パスから除外する IPアドレスを指定します。index 1 exclude-address 192.168.92.1

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router
router(config-expl-path)# index 1
exclude-address 192.168.92.1

ステップ 3   

明示パスから除外される SRLGを抽出する IPアドレスを
指定します。

index 2 exclude-srlg 192.168.92.2

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-expl-path)#
index 2 exclude-srlg 192.168.192.2

ステップ 4   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts you
to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and
returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and returns
the router to EXEC mode without committing the
configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes
to the running configuration file and remain within the
configuration session.
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関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

明示パスを除外 SRLG とともに使用
スタティックバックアップトンネルで除外SRLGオプションとともに明示パスを使用するには、
次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. backup-path tunnel-te tunnel-number
5. exit
6. exit
7. interface tunnel-tetunnel-id
8. ipv4 unnumbered type interface-path-id
9. path-option preference-priority{ dynamic | explicit {identifier | name explicit-path-name}}
10. destination ip-address
11. exit
12. Use one of these commands:

• end

• commit

13. show run explicit-path name name
14. show mpls traffic-eng topology path destination name explicit-path name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィッ

クエンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

特定のインターフェイスに、MPLS TEバックアップパ
スを設定します。

backup-path tunnel-te tunnel-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
backup-path tunnel-te 2

ステップ 4   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
exit

ステップ 5   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
exit

ステップ 6   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-tetunnel-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
tunnel-te 2

ステップ 7   

新しいトンネルで転送をセットアップするには、送信元

アドレスを割り当てます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4
unnumbered Loopback0

ステップ 8   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x    
   OL-26056-02-J 115

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
共有リスクリンクグループの設定



目的コマンドまたはアクション

パスオプションを指定された名前（以前設定した）に

明示的に設定して、パス IDを割り当てます。
path-option preference-priority{ dynamic |
explicit {identifier | name explicit-path-name}}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
path-option l explicit name backup-srlg

ステップ 9   

ダイナミックオプションを使用して、パスを

ダイナミックに割り当てることができます。

（注）

新しいトンネルで宛先アドレスを割り当てます。destination ip-address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
destination 192.168.92.125

ステップ 10   

•宛先アドレスは、リモートノードのMPLS-TEルー
タ IDです。

•宛先アドレスは、バックアップトンネルと保護ト
ンネル間のマージポイントです。

パスで複数の保護を使用してTEトンネルを設
定する際に、マージポイントが複数の保護で

同じノードである場合、そのトンネルのレコー

ドルートを設定する必要があります。

（注）

現在の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   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 12   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.
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目的コマンドまたはアクション

リンクに対して設定された SRLG値を表示します。show run explicit-path name name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show run
explicit-path name backup-srlg

ステップ 13   

リンクに対して設定された SRLG値を表示します。show mpls traffic-eng topology path
destination name explicit-path name

ステップ 14   

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng topology path destination
192.168.92.125 explicit-path backup-srlg

関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

SRLG 制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成
スタティックバックアップトンネルで除外 SRLGオプションを使用して明示パスを作成するに
は、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. backup-path tunnel-te tunnel-number
5. exit
6. exit
7. interface tunnel-tetunnel-id
8. ipv4 unnumbered type interface-path-id
9. path-option preference-priority{ dynamic | explicit {identifier | name explicit-path-name}}
10. destination ip-address
11. exit
12. explicit-path {identifier number [disable | index]}{ name explicit-path-name}
13. index 1 exclude-srlg 192.168.92.2
14. Use one of these commands:

• end

• commit

15. show mpls traffic-eng tunnelstunnel-number detail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィッ

クエンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

プライマリトンネルの発信インターフェイスにバック

アップパスを設定します。

backup-path tunnel-te tunnel-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
backup-path tunnel-te 2

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
exit

ステップ 5   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
exit

ステップ 6   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-tetunnel-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
tunnel-te 2

ステップ 7   

新しいトンネルで転送をセットアップするには、送信元

アドレスを割り当てます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4
unnumbered Loopback0

ステップ 8   

パスオプションを指定された名前（以前設定した）に明

示的に設定して、パス IDを割り当てます。 IDの範囲は
1～ 4294967295です。

path-option preference-priority{ dynamic |
explicit {identifier | name explicit-path-name}}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
path-option 1 explicit name backup-srlg

ステップ 9   

ダイナミックオプションを使用して、パスを

ダイナミックに割り当てることができます。

（注）

新しいトンネルで宛先アドレスを割り当てます。destination ip-address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
destination 192.168.92.125

ステップ 10   

•宛先アドレスは、リモートノードのMPLS-TEルー
タ IDです。

•宛先アドレスは、バックアップトンネルと保護ト
ンネル間のマージポイントです。

パスで複数の保護を使用してTEトンネルを設
定する際に、マージポイントが複数の保護で

同じノードである場合、そのトンネルのレコー

ドルートを設定する必要があります。

（注）

現在の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   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit
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目的コマンドまたはアクション

明示パスコンフィギュレーションモードを開始します。

IDの範囲は 1～ 65535です。
explicit-path {identifier number [disable |
index]}{ name explicit-path-name}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
explicit-path name backup-srlg-nodep

ステップ 12   

保護リンク IPアドレスを指定して、明示パスから除外
する SRLGを取得します。

index 1 exclude-srlg 192.168.92.2

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router:router(config-if)#
index 1 exclude-srlg 192.168.192.2

ステップ 13   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 14   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

リンクに設定されているSRLG値とともにトンネルの詳
細を設定します。

show mpls traffic-eng tunnelstunnel-number
detail

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng tunnels 2 detail

ステップ 15   

関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
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保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

SRLG 制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成
SRLG制約を使用してバックアップトンネルでノード保護を設定するには、次の作業を実行しま
す。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. backup-path tunnel-te tunnel-number
5. exit
6. exit
7. interface tunnel-tetunnel-id
8. ipv4 unnumbered type interface-path-id
9. path-option preference-priority{ dynamic | explicit {identifier | name explicit-path-name}}
10. destination ip-address
11. exit
12. explicit-path {identifier number [disable | index]}{ name explicit-path-name}
13. index 1 exclude-address 192.168.92.1
14. index 2 exclude-srlg 192.168.92.2
15. Use one of these commands:

• end

• commit

16. show mpls traffic-eng tunnels topology path destination ip-address explicit-path-name name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

発信元ノード上の特定のインターフェイスでトラフィッ

クエンジニアリングをイネーブルにします。

interface type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
interface POS 0/6/0/0

ステップ 3   

プライマリトンネルの発信インターフェイスにバック

アップパスを設定します。

backup-path tunnel-te tunnel-number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
backup-path tunnel-te 2

ステップ 4   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
exit

ステップ 5   

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
exit

ステップ 6   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-tetunnel-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
tunnel-te 2

ステップ 7   

新しいトンネルで転送をセットアップするには、送信元

アドレスを割り当てます。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4
unnumbered Loopback0

ステップ 8   

パスオプションを指定された名前（以前設定した）に

明示的に設定して、パス IDを割り当てます。 IDの範囲
は 1～ 4294967295です。

path-option preference-priority{ dynamic |
explicit {identifier | name explicit-path-name}}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
path-option 1 explicit name backup-srlg

ステップ 9   

ダイナミックオプションを使用して、パスを

ダイナミックに割り当てることができます。

（注）

新しいトンネルで宛先アドレスを割り当てます。destination ip-address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
destination 192.168.92.125

ステップ 10   

•宛先アドレスは、リモートノードのMPLS-TEルー
タ IDです。
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目的コマンドまたはアクション

•宛先アドレスは、バックアップトンネルと保護ト
ンネル間のマージポイントです。

パスで複数の保護を使用してTEトンネルを設
定する際に、マージポイントが複数の保護で

同じノードである場合、そのトンネルのレコー

ドルートを設定する必要があります。

（注）

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit

ステップ 11   

明示パスコンフィギュレーションモードを開始します。

IDの範囲は 1～ 65535です。
explicit-path {identifier number [disable |
index]}{ name explicit-path-name}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
explicit-path name backup-srlg-nodep

ステップ 12   

明示パスから除外する保護ノードの IPアドレスを指定
します。

index 1 exclude-address 192.168.92.1

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router:router(config-if)#
index 1 exclude-address 192.168.92.1

ステップ 13   

保護リンク IPアドレスを指定して、明示パスから除外
する SRLGを取得します。

index 2 exclude-srlg 192.168.92.2

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# index
2 exclude-srlg 192.168.192.2

ステップ 14   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 15   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.
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目的コマンドまたはアクション

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

明示パスで指定された制約とともに宛先へのパスを表示

します。

show mpls traffic-eng tunnels topology path
destination ip-address explicit-path-name name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls
traffic-eng tunnels topology path

ステップ 16   

destination 192.168.92.125
explicit-path-name backup-srlg-nodep

関連トピック

MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）

同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE共有リスクリンクグループの設定：例, （162ページ）

Point-to-Multipoint TE の設定
Point-to-Multipoint（P2MP）TEを設定する前に、エッジルータでマルチキャストルーティングを
イネーブルにする必要があります。 Point-to-Multipoint TEを設定するには、次の手順を実行しま
す。

ルータでのマルチキャストルーティングのイネーブル化

ルータでマルチキャストルーティングをイネーブルにして、P2MPトンネルを設定するには、次
の作業を実行します。

はじめる前に

• Point-to-Multipoint（P2MP）トンネルを設定するには、ルータでマルチキャストルーティン
グをイネーブルにする必要があります。

•カスタマー側インターフェイスは、マルチキャストをイネーブルにする必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. multicast-routing
3. address-family {ipv4 | ipv6 }
4. interface tunnel-mte tunnel-id
5. enable
6. exit
7. interface type interface-path-id
8. enable
9. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

10. show pim ipv6 interface type interface-path-id

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

マルチキャストルーティングコンフィギュレー

ションモードを開始します。

multicast-routing

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# multicast-routing

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)#

使用できる IPv4アドレスプレフィックスまたは
IPv6アドレスプレフィックスを設定して、すべ

address-family {ipv4 | ipv6 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast)# address-family

ステップ 3   

てのルータインターフェイスでマルチキャスト

ルーティングと転送をイネーブルにします。
ipv6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6)#

MPLS-TEP2MPトンネルインターフェイスを設
定します。

interface tunnel-mte tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6)#

ステップ 4   

interface tunnel-mte 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#
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目的コマンドまたはアクション

tunnel-mteインターフェイス上でマルチキャスト
ルーティングをイネーブルにします。

enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#

ステップ 5   

enable

現在のコンフィギュレーションモードを終了し

ます。

exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#

ステップ 6   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6)#

GigabitEthernetインターフェイス上でマルチキャ
ストルーティングを設定します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6)#

ステップ 7   

interface GigabitEthernet0/2/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#

GigabitEthernetインターフェイス上でマルチキャ
ストルーティングをイネーブルにします。

enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#

ステップ 8   

enable

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 9   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)# ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さend

れ、コンフィギュレーションセッショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv6-if)#

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー
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目的コマンドまたはアクション

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変
更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンド
を使用します。

IPv6マルチキャストをイネーブルにした
P2MP-TEトンネルインターフェイスの出力を表
示します。

show pim ipv6 interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show pim ipv6 interface

ステップ 10   

tunnel-mte 1

関連トピック

Point-to-Multipointインターフェイスのスタティックグループの設定, （127ページ）

Point-to-Multipoint インターフェイスのスタティックグループの設定
Point-to-Multipoint（P2MP）インターフェイスでスタティックグループを設定して、指定したマル
チキャストトラフィックを P2MP LSPを介して転送するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. router mld
3. vrf vrf-name
4. interface tunnel-mte tunnel-id
5. static-group group-address
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

7. show mrib ipv6 route source-address

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ルータMLDコンフィギュレーションモードを開
始します。

router mld

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router mld

ステップ 2   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld)#

バーチャルプライベートダイヤルアップネット

ワーク（VRF）を設定します。
vrf vrf-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld)#vrf default

ステップ 3   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default)#

MPLS-TE P2MPトンネルインターフェイスを設
定します。

interface tunnel-mte tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default)#interface

ステップ 4   

tunnel-mte 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default-if)#
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目的コマンドまたはアクション

IPv6アドレスプレフィックスの Source-Specific
Multicast（SSM）アドレス範囲（ff35::/16）内でマ
ルチキャストグループアドレスを設定します。

static-group group-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default-if)#

ステップ 5   

static-group ff35::1 2000::1

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 6   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミット
するように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default-if)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mld-default-if)# commit

れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続しま

す。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変
更を保存し、コンフィギュレーションセッ

ションを継続するには、commitコマンドを
使用します。

マルチキャストスタティックマッピングを確認

します。

show mrib ipv6 route source-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mrib ipv6 route ff35::1

ステップ 7   
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関連トピック

ルータでのマルチキャストルーティングのイネーブル化, （124ページ）

トンネルインターフェイスの宛先の設定

Point-to-Multipoint（P2MP）のトンネルインターフェイスに 3つの宛先を設定するには、次の作業
を実行します。

宛先とパスオプションの設定が、トンネルインターフェイスとは異なることを確認するためのバ

リエーションを次に示します。

•さまざまな宛先に対してさまざまなパスオプションが使用されます。この作業では、3つの
宛先を示します。

•明示パスオプションは IDまたは名前に基づいています。

•デフォルトのパスオプションは、ポイントツーポイント（P2P）LSPに類似しています。

はじめる前に

次に、トンネルインターフェイスの宛先を設定するための前提条件を示します。

•マルチキャストルーティングは、送信元において、tunnel-mteインターフェイスおよびカス
タマー側インターフェイスの両方でイネーブルになっている必要があります。

• P2MPLSPを介して指定されたマルチキャストトラフィックが転送されるように、tunnel-mte
インターフェイスでスタティックグループが設定されている必要があります。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-mte tunnel-id
3. destination ip-address
4. path-option preference-priority explicit identifier path-number
5. path-option preference-priority dynamic
6. exit
7. destination ip-address
8. path-option preference-priority explicit name pathname
9. path-option preference-priority dynamic
10. exit
11. destination ip-address
12. path-option preference-priority explicit name pathname [verbatim]
13. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

14. show mpls traffic-eng tunnels [brief] [p2mp tunnel-number]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEP2MPトンネルインターフェイスを設定しま
す。

interface tunnel-mte tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 2   

tunnel-mte 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

tunnel-mte 10の宛先アドレスを 172.16.255.1に設定しま
す。この宛先は、明示パス ID 10により特定された明

destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 3   

示パスを使用します。宛先 172.16.255.1に明示パス ID
10を届けられない場合は、フォールバックパスオプ
ションはダイナミックです。destination 172.16.255.1

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#
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目的コマンドまたはアクション

IP明示パスのパス番号を設定します。path-option preference-priority explicit identifier
path-number

ステップ 4   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#
path-option 1 explicit identifier 10

ラベルスイッチドパス（LSP）がダイナミックに計算
されるように指定します。

path-option preference-priority dynamic

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 5   

path-option 2 dynamic

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 6   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

tunnel-mte 10の宛先アドレスを 172.16.255.2に設定しま
す。

destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 7   

destination 172.16.255.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

IP明示パスのパス名を指定します。宛先 172.16.255.2
は、明示パス名「how-to-get-to-172.16.255.2」により特
定された明示パスを使用します。

path-option preference-priority explicit name
pathname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 8   

path-option 1 explicit name
how-to-get-to-172.16.255.2

明示パスで宛先に到達できない場合は、フォールバッ

クパスオプションをダイナミックに設定します。

path-option preference-priority dynamic

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 9   

path-option 2 dynamic

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x
132 OL-26056-02-J  

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
Point-to-Multipoint TE の設定



目的コマンドまたはアクション

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 10   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

宛先 172.16.255.3がダイナミックに計算されたパスだ
けを使用するように指定します。

destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 11   

destination 172.16.255.3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

verbatimモードで宛先 172.16.255.3が明示パス名
「how-to-get-to-172.16.255.3」で特定された明示パスを
使用するように指定します。

path-option preference-priority explicit name
pathname [verbatim]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 12   

path-option 1 explicit name
how-to-get-to-172.16.255.3 verbatim

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 13   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)# ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュend

レーションセッションが終了して、ルータ

が EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)# ◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

P2MPトンネルの状態および設定の簡潔なサマリーを
表示します。

show mpls traffic-eng tunnels [brief] [p2mp
tunnel-number]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 14   

tunnels brief p2mp 10

関連トピック

ルータでのマルチキャストルーティングのイネーブル化, （124ページ）

Point-to-Multipointインターフェイスのスタティックグループの設定, （127ページ）

宛先のディセーブル化

Point-to-Multipoint（P2MP）トンネルインターフェイスの特定の宛先をディセーブルにするには、
次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-mte tunnel-id
3. ipv4 unnumbered type interface-path-id
4. destination ip-address
5. disable
6. path-option preference-priority dynamic
7. path-option preference-priority explicit name pathname
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x
134 OL-26056-02-J  

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
Point-to-Multipoint TE の設定



手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TE P2MPトンネルインターフェイスを
設定します。

interface tunnel-mte tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface tunnel-mte

ステップ 2   

101
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

新しいトンネルで転送を実行できるように、送

信元アドレスを割り当てます。通常インター

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 unnumbered

ステップ 3   

フェイスタイプとしてループバックが使用さ

れます。
Loopback0

tunnel-mte 10の宛先アドレスを 140.140.140.140
に設定します。

destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# destination

ステップ 4   

140.140.140.140
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

tunnel-mte 10の宛先 140.140.140.140をディセー
ブルにします。

disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#disable

ステップ 5   

ラベルスイッチドパス（LSP）がダイナミッ
クに計算されるように指定します。

path-option preference-priority dynamic

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#path-option

ステップ 6   

1 dynamic

宛先 140.140.140.140が明示パス名「to4」で特
定された明示パスを使用するように指定しま

す。

path-option preference-priority explicit name pathname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#path-option

ステップ 7   

2 explicit name to4
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目的コマンドまたはアクション

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミッ
トするように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュ
レーションファイルに変更が保存さまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)# commit
れ、コンフィギュレーションセッ

ションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タが EXECモードに戻ります。変更
はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィ
ギュレーションセッションが継続し

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコ

ミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに
変更を保存し、コンフィギュレーション

セッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。

Point-to-Multipoint の宛先ごとのロギング
Point-to-Multipoint（P2MP）の宛先をロギングするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-mte tunnel-id
3. ipv4 unnumbered type interface-path-id
4. destination ip-address
5. logging events lsp-status state
6. logging events lsp-status reroute
7. path-option preference-priority explicit name pathname
8. exit
9. fast-reroute
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

11. show mpls traffic-eng tunnels [p2mp]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TE P2MPトンネルインターフェイスを設定しま
す。

interface tunnel-mte tunnel-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface

ステップ 2   

tunnel-mte 1000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

MPLS-TEトンネルがループバックインターフェイス 0
で IPv4アドレスを使用するように設定します。

ipv4 unnumbered type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4

ステップ 3   

unnumbered loopback0

tunnel-mte宛先アドレスを 1000から 100.0.0.3に設定し
ます。

destination ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

destination 100.0.0.3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ソフトウェアがイネーブルになっている場合に、トン

ネル LSPがアップまたはダウンになったらログメッ
セージを送信します。

logging events lsp-status state

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 5   

logging events lsp-status state

ソフトウェアがイネーブルになったときの FRRイベン
トによりトンネルLSPが再ルーティングされた場合に、
ログメッセージを送信します。

logging events lsp-status reroute

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 6   

logging events lsp-status reroute

IP明示パスのパス名を指定します。宛先 100.0.0.3は、
明示パス名「path123」で特定された明示パスを使用し
ます。

path-option preference-priority explicit name
pathname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 7   

path-option 1 explicit name path123

現在のコンフィギュレーションモードを終了します。exit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-p2mp-dest)#

ステップ 8   

exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

P2MP TEトンネルの Fast Reroute（FRR）保護をイネー
ブルにします。

fast-reroute

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

ステップ 9   

fast-reroute

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 10   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them before
exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュ
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータがEXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュ
レーションセッションが継続します。コン

フィギュレーションセッションは終了せず、

設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続

するには、commitコマンドを使用します。

すべての P2MPトンネルの情報を表示します。show mpls traffic-eng tunnels [p2mp]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng

ステップ 11   

tunnels p2mp

ノードでの Soft-Preemption のイネーブル化
MPLSTEコンフィギュレーションモードでSoft-Preemption機能をイネーブルにするには、次の作
業を実行します。デフォルトでは、この機能はディセーブルになっています。各ノードに対し

て、Soft-Preemption機能を設定できます。各ノードで明示的にイネーブルにする必要があります。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. soft-preemption
4. timeout seconds
5. Use one of these commands:

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   

ノードで Soft-Preemptionをイネーブルにします。soft-preemption

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
soft-preemption

ステップ 3   

Soft-Preemptionをイネーブルにした場合、ヘッ
ドエンドノードにより、LSPがSoft-Preemption
処理を必要としているかどうかが追跡されま

す。ただし、ノードで Soft-Preemption機能が
ディセーブルになっている場合、このノード

は Soft-Preemptionを必要とするすべての LSP
の追跡を継続します。これは、Soft-Preemption
が再度イネーブルになったときに、再度信号

を送信せずに TEが既存の LSPのプロパティ
を持つようにする場合に必要です。

（注）

Soft-Preemption対象のLSPのタイムアウトを秒単位で指
定します。範囲は、1～ 300です。

timeout seconds

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-soft-preemption)#
timeout 20

ステップ 4   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.
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目的コマンドまたはアクション

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

Soft-Preemption, （38ページ）

トンネルでの Soft-Preemption のイネーブル化
MPLS TEトンネルで Soft-Preemption機能をイネーブルにするには、次の作業を実行します。デ
フォルトでは、この機能はディセーブルになっています。これは、明示的にイネーブルにする必

要があります。

手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-te tunnel-id
3. soft-preemption
4. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEトンネルインターフェイスを設定します。interface tunnel-te tunnel-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# interface
tunnel-te 10

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トンネルで Soft-Preemptionをイネーブルにします。soft-preemption

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
soft-preemption

ステップ 3   

トンネルで Soft-Preemptionがイネーブルになっている場合は、次の
アクションが発生します。

• soft preemption desiredプロパティを持つ現在の LSPに対してパ
ス変更メッセージが送信されます。

• soft preemption desiredプロパティを持つ再最適化 LSPに対して
パス変更メッセージが送信されます。

• soft preemption desiredプロパティを持つパス保護 LSPに対して
パス変更メッセージが送信されます。

• soft preemption desiredプロパティを持つ FRRアクティブ状態の
LSPに対してパス変更メッセージが送信されます。

Soft-Preemptionは、インターフェイス tunnel-mteおよびイ
ンターフェイス Tunnel-GTEコンフィギュレーションモー
ドでは使用できません。

（注）

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 4   

• end • When you issue the end command, the system prompts you to commit
changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
end

◦ Entering yes saves configuration changes to the running
configuration file, exits the configuration session, and returns the
router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ Entering no exits the configuration session and returns the router
to EXEC mode without committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current configuration
session without exiting or committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration changes to the
running configuration file and remain within the configuration session.

関連トピック

Soft-Preemption, （38ページ）
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パスオプション属性内での属性の設定

パスオプションの Attribute-Setテンプレート内の属性を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. attribute-set path-option attribute-set-name
4. affinity affinity-valuemask mask-value
5. signalled-bandwidth kbps class-type class-type number
6. Use one of these commands:

• end

• commit

7. show mpls traffic-eng attribute-set
8. show mpls traffic-eng tunnelsdetail

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls traffic-eng

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   

Attribute-Setパスオプションコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

attribute-set path-option attribute-set-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
attribute-set path-option myset

ステップ 3   

path-optionレベルの設定は、トンネルのレ
ベルで設定された値よりも優先されます。

そのため、この設定が適用されます。

（注）

パスオプション Attribute-Setの下にアフィニティ属
性を設定します。リンクで対象のトンネルを伝送す

るために必要な属性値。

affinity affinity-valuemask mask-value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
affinity 0xBEEF mask 0xBEEF

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

パスオプションAttribute-Setの下のMPLS-TEトンネ
ルに必要な帯域幅属性を設定します。

signalled-bandwidth kbps class-type class-type number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
signalled-bandwidth 1000 class-type 0

ステップ 5   

トンネル帯域幅要求のクラスタイプを設定

できます。クラスタイプ0は厳密にグロー
バルプールに対応し、クラスタイプ 1は
厳密にサブプールに対応します。

（注）

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 6   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or
committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

リンクのAttribute-Setで設定されている属性を表示し
ます。

show mpls traffic-eng attribute-set

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng
attribute-set

ステップ 7   

特定のトンネルの Attribute-Setパスオプション情報
を表示します。

show mpls traffic-eng tunnelsdetail

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng
tunnels detail

ステップ 8   

関連トピック

パスオプション属性, （39ページ）

パスオプション属性の設定階層, （39ページ）
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トラフィックエンジニアリング帯域幅および帯域幅プール, （40ページ）

パスオプションスイッチオーバー, （40ページ）

パスオプションおよびパス保護, （41ページ）

Auto-Tunnel メッシュトンネル ID の設定
Auto-Tunnelメッシュトンネルに割り当てできるトンネル IDの範囲を設定するには、次の作業を
実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. auto-tunnel mesh
4. tunnel-id min valuemax value
5. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLSTEコンフィギュレーションモードを開始します。mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls
traffic-eng

ステップ 2   

Auto-Tunnelメッシュコンフィギュレーションモードを
開始します。このモードで、Auto-Tunnelメッシュに関
連するオプションを設定できます。

auto-tunnel mesh

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
auto-tunnel mesh

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

このルータ上で作成できる Auto-Tunnelメッシュトンネ
ルの最小および最大数を指定します。トンネル IDの範
囲は 0～ 65535です。

tunnel-id min valuemax value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-auto-mesh)#
tunnel-id min 10 max 50

ステップ 4   

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXECmode without committing
the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or committing
the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain within
the configuration session.

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュ, （42ページ）

宛先リスト（Prefix-List）, （42ページ）

Auto-Tunnel メッシュ未使用タイムアウトの設定
使用されていないAuto-Meshトンネルを削除するグローバルタイマーを設定するには、次の作業
を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. auto-tunnel mesh
4. timer removal unused timeout
5. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   

Auto-Tunnelメッシュグループをグローバルにイネー
ブルにします。

auto-tunnel mesh

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)#
auto-tunnel mesh

ステップ 3   

宛先が TEトポロジ内にない、ダウン状態の
Auto-Tunnelメッシュが削除されるタイマー（分単位）

timer removal unused timeout

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-auto-mesh)#
timers removal unused 10

ステップ 4   

を指定します。このタイマーのデフォルト値は 60で
す。

タイマーは、次の条件が満たされたときに開始されま

す。

•トンネルの宛先ノードがトポロジから削除された

•トンネルがダウン状態である

異なるメッシュグループ内にある同一の宛

先に対して異なるトンネルが作成されてい

る場合があるため、この未使用タイマーは

トンネル単位で実行されます。

（注）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x    
   OL-26056-02-J 147

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
Auto-Tunnel メッシュ未使用タイムアウトの設定



目的コマンドまたはアクション

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or
committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュ, （42ページ）

宛先リスト（Prefix-List）, （42ページ）

Auto-Tunnel メッシュグループの設定
ルータ上でAuto-Tunnelメッシュグループをグローバルに設定するには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. auto-tunnel mesh
4. group value
5. disable
6. attribute-setname
7. destination-list
8. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開
始します。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   

Auto-Tunnelメッシュグループをグローバルに
イネーブルにします。

auto-tunnel mesh

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te)# auto-tunnel mesh

ステップ 3   

Auto-Tunnelメッシュのメンバーシップを指定
します。範囲は 0～ 4294967295です。

group value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-auto-mesh)# group
65

ステップ 4   

宛先リストが指定されていない場合

は、エンドエンドルータが、TEトポ
ロジを使用している特定のメッシュ

グループメンバーシップに属してい

る宛先のリストを自動的に作成しま

す。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

メッシュグループをディセーブルにして、この

メッシュグループに対して作成されたすべての

トンネルを削除します。

disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-auto-mesh-group)#
disable

ステップ 5   

メッシュグループに対して作成されたすべての

トンネルに使用される属性を指定します。これ

attribute-setname

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-auto-mesh-group)#
attribute-set am-65

ステップ 6   

が定義されていない場合は、このメッシュグ

ループはトンネルを作成しません。

これは、メッシュグループの下に必須の設定で

す。特定の宛先リストがプレフィックスリス

destination-list

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-auto-mesh-group)#
destination-list dl-65

ステップ 7   

トとして定義されていない場合、このメッシュ

グループは、TEトポロジ内で使用できるすべ
てのノードに対してトンネルを作成します。

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 8   

• end • When you issue the end command, the system
prompts you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

◦ Entering yes saves configuration changes
to the running configuration file, exits theor

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
configuration session, and returns the
router to EXEC mode.

◦ Entering no exits the configuration session
and returns the router to EXEC mode
without committing the configuration
changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the
current configuration session without
exiting or committing the configuration
changes.

• Use the commit command to save the
configuration changes to the running
configuration file and remain within the
configuration session.

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータ MPLS 設定ガイドリリース 4.2.x
150 OL-26056-02-J  

MPLS トラフィックエンジニアリングの実装
Auto-Tunnel メッシュグループの設定



関連トピック

Auto-Tunnelメッシュ, （42ページ）

宛先リスト（Prefix-List）, （42ページ）

トンネル Attribute-Set テンプレートの設定
Auto-Meshトンネルに Attribute-Setテンプレートを定義するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. attribute-set auto-mesh attribute-set-name
4. affinity valuemask mask-value
5. signalled-bandwidth kbps class-type class-type number
6. autoroute announce
7. fast-reroute protect bandwidth node
8. auto-bw collect-bw-only
9. logging events lsp-status {state | insufficient-bandwidth | reoptimize | reroute }
10. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLS-TEコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls traffic-eng

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

Auto-MeshタイプのAttribute-Setの名前を指定します。attribute-set auto-mesh attribute-set-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te)# attribute-set
auto-mesh attribute-set-mesh

ステップ 3   

Auto-MeshAttribute-Setの下にあるMPLS-TEトンネル
に対するリンク内で、トンネルが必要とするアフィニ

ティプロパティを設定します。

affinity valuemask mask-value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te)# affinity 0101
mask 320

ステップ 4   

Auto-MeshAttribute-Setの下のMPLS-TEトンネルに必
要な帯域幅属性を設定します。デフォルトのトンネ

signalled-bandwidth kbps class-type class-type number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
signalled-bandwidth 1000 class-type 0

ステップ 5   

ルの優先順位は7であるため、トンネルはデフォルト
のTEクラスマップ（つまり、クラスタイプ 0、優先
順位 7）を使用します。

トンネル帯域幅要求のクラスタイプを設定

できます。クラスタイプ 0は厳密にグロー
バルプールに対応し、クラスタイプ 1は厳
密にサブプールに対応します。

（注）

トンネル上の IGPルーティングのパラメータをイネー
ブルにします。

autoroute announce

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
autoroute announce

ステップ 6   

Auto-Meshトンネルの高速再ルーティング帯域幅保護
およびノード保護をイネーブルにします。

fast-reroute protect bandwidth node

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
fast-reroute

ステップ 7   

自動帯域幅の収集頻度をイネーブルにし、トンネルの

帯域幅での出力レート情報の収集方法を制御します。

ただし、トンネル帯域幅は調整しません。

auto-bw collect-bw-only

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
auto-bw collect-bw-only

ステップ 8   

ソフトウェアがイネーブルになっている場合に、トン

ネル LSPがアップまたはダウンになったらログメッ
セージを送信します。

logging events lsp-status {state |
insufficient-bandwidth | reoptimize | reroute }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-te-attribute-set)#
logging events lsp-status state

ステップ 9   

帯域幅の問題で、トンネル LSPで設定または再最適
化の問題が発生した場合に、ログメッセージを送信

します。
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目的コマンドまたはアクション

LSP再最適化の変更アラームのログメッセージを送
信します。

LSP再ルーティングの変更アラームのログメッセー
ジを送信します。

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 10   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit ◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or
committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュ, （42ページ）

宛先リスト（Prefix-List）, （42ページ）

Auto-Tunnel メッシュでの LDP のイネーブル化
Auto-Tunnelメッシュグループで LDPをイネーブルにするには、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. configure
2. mpls ldp
3. traffic-eng auto-tunnel mesh
4. groupidall
5. Use one of these commands:

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

MPLSLDPコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

mpls ldp

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp)# mpls ldp

ステップ 2   

Auto-Tunnelメッシュコンフィギュレーションモード
を開始します。このモードで、TE Auto-Tunnelメッ
シュグループを設定できます。

traffic-eng auto-tunnel mesh

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp-te-auto-mesh)#
traffic-eng auto-tunnel mesh

ステップ 3   

LDP内のインターフェイスの Auto-Tunnelメッシュグ
ループを設定します。すべてのTEメッシュグループ

groupidall

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ldp-te-auto-mesh)#
group all

ステップ 4   

インターフェイスでLDPをイネーブルにするか、また
はLDPをイネーブルにするTEメッシュグループを指
定できます。グループ IDの範囲は 0～ 4294967295で
す。

Saves configuration changes.Use one of these commands:ステップ 5   

• end • When you issue the end command, the system prompts
you to commit changes:

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
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目的コマンドまたはアクション

◦ Entering yes saves configuration changes to the
running configuration file, exits the configuration
session, and returns the router to EXEC mode.

or

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

◦ Entering no exits the configuration session and
returns the router to EXEC mode without
committing the configuration changes.

◦ Entering cancel leaves the router in the current
configuration session without exiting or
committing the configuration changes.

• Use the commit command to save the configuration
changes to the running configuration file and remain
within the configuration session.

関連トピック

Auto-Tunnelメッシュ, （42ページ）

宛先リスト（Prefix-List）, （42ページ）

Cisco MPLS-TE の設定例
次の設定例は、MPLS-TEに使用されます。

MPLS-TE トポロジおよびトンネルの作成：例
次に、OSPFおよび IS-ISトポロジの作成方法を例示します。

(OSPF)
...
configure
mpls traffic-eng
interface pos 0/6/0/0
router id loopback 0
router ospf 1
router-id 192.168.25.66
area 0
interface pos 0/6/0/0
interface loopback 0
mpls traffic-eng router-id loopback 0
mpls traffic-eng area 0
rsvp
interface pos 0/6/0/0
bandwidth 100
commit

show mpls traffic-eng topology
show mpls traffic-eng link-management advertisement
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!
(IS-IS)
...
configure
mpls traffic-eng
interface pos 0/6/0/0
router id loopback 0
router isis lab
address-family ipv4 unicast
mpls traffic-eng level 2
mpls traffic-eng router-id Loopback 0
!
interface POS0/0/0/0
address-family ipv4 unicast

!

次に、トンネルインターフェイスの設定方法を例示します。

interface tunnel-te1
destination 192.168.92.125
ipv4 unnumbered loopback 0
path-option l dynamic
bandwidth 100
commit

show mpls traffic-eng tunnels
show ipv4 interface brief
show mpls traffic-eng link-management admission-control
!
interface tunnel-te1
autoroute announce
route ipv4 192.168.12.52/32 tunnel-te1
commit

ping 192.168.12.52
show mpls traffic autoroute
!
interface tunnel-te1
fast-reroute
mpls traffic-eng interface pos 0/6/0/0
backup-path tunnel-te 2
interface tunnel-te2
backup-bw global-pool 5000
ipv4 unnumbered loopback 0
path-option l explicit name backup-path
destination 192.168.92.125
commit
show mpls traffic-eng tunnels backup
show mpls traffic-eng fast-reroute database
!
rsvp
interface pos 0/6/0/0
bandwidth 100 150 sub-pool 50
interface tunnel-te1
bandwidth sub-pool 10

commit

関連トピック

MPLS-TEトポロジの作成, （43ページ）
MPLS-TEトンネルの作成, （46ページ）
MPLS-TEの動作の仕組み, （4ページ）
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IETF DS-TE トンネルの設定：例
次に、DS-TEの設定例を示します。

rsvp
interface pos 0/6/0/0
bandwidth rdm 100 150 bc1 50
mpls traffic-eng
ds-te mode ietf
interface tunnel-te 1
bandwidth 10 class-type 1
commit

configure
rsvp interface 0/6/0/0
bandwidth mam max-reservable-bw 400 bc0 300 bc1 200
mpls traffic-eng
ds-te mode ietf
ds-te model mam
interface tunnel-te 1bandwidth 10 class-type 1
commit

関連トピック

先行標準 DS-TEトンネルの設定, （64ページ）
先行標準 DS-TEモード, （10ページ）

OSPF での MPLS-TE および高速再ルーティングの設定：例
CSPFエリアは、path-optionごとに設定されます。次に、トラフィックエンジニアリングトンネ
ル（Tunnel-TE）インターフェイスとMPLS-TEトンネルのアクティブパスを使用する例を示しま
す。

configure
interface tunnel-te 0
path-option 1 explicit id 6 ospf 126 area 0
path-option 2 explicit name 234 ospf 3 area 7 verbatim
path-option 3 dynamic isis mtbf level 1 lockdown
commit

MPLS-TE での Ignore IS-IS 過負荷ビットの設定：例
次に、MPLS-TEで IS-IS過負荷ビットを設定する例を示します。
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次に、IS-IS過負荷ビットシナリオの図を示します。

図 9：IS-IS 過負荷ビット

過負荷状態が制限されたことを示すノードの使用が含まれるMPLSTEトポロジがあるとします。
このトポロジでは、ルータ R7は過負荷状態を示しているため、TE CSPF中は使用できません。
この制限を克服するには、IS-IS過負荷ビット無効化（OLA）機能が導入されました。この機能を
使用することで、ネットワーク管理者は、そのパス内のルータに IntermediateSystem-to-Intermediate
System（IS-IS）過負荷ビットが設定されていれば、RSVP-TEラベルスイッチドパス（LSP）が
ディセーブルにならないようにすることができます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のコマンドを使用してルータ R1でアクティブにできます。
mpls traffic-eng path-selection ignore overload

configure
mpls traffic-eng
path-selection ignore overload
commit

関連トピック

MPLS-TEでの統合 Ignore IS-IS過負荷ビットの設定, （75ページ）
MPLS-TEでの Intermediate System-to-Intermediate System過負荷ビット設定の無視, （15ペー
ジ）

柔軟な名前ベースのトンネル制約の設定：例

次に、柔軟な名前ベースのトンネル制約を設定するために使用される 3ステップのプロセスの設
定を示します。

R2
line console
exec-timeout 0 0
width 250
!
logging console debugging
explicit-path name mypath
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index 1 next-address loose ipv4 unicast 3.3.3.3 !
explicit-path name ex_path1
index 10 next-address loose ipv4 unicast 2.2.2.2 index 20 next-address loose ipv4 unicast

3.3.3.3 !
interface Loopback0
ipv4 address 22.22.22.22 255.255.255.255 !
interface tunnel-te1
ipv4 unnumbered Loopback0
signalled-bandwidth 1000000
destination 3.3.3.3
affinity include green
affinity include yellow
affinity exclude white
affinity exclude orange
path-option 1 dynamic
!
router isis 1
is-type level-1
net 47.0001.0000.0000.0001.00
nsf cisco
address-family ipv4 unicast
metric-style wide
mpls traffic-eng level-1
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
interface Loopback0
passive
address-family ipv4 unicast
!
!
interface GigabitEthernet0/1/0/0
address-family ipv4 unicast
!
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
address-family ipv4 unicast
!
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
address-family ipv4 unicast
!
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3
address-family ipv4 unicast
!
!
!
rsvp
interface GigabitEthernet0/1/0/0
bandwidth 1000000 1000000
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
bandwidth 1000000 1000000
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
bandwidth 1000000 1000000
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3
bandwidth 1000000 1000000
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/1/0/0
attribute-names red purple
!
interface GigabitEthernet0/1/0/1
attribute-names red orange
!
interface GigabitEthernet0/1/0/2
attribute-names green purple
!
interface GigabitEthernet0/1/0/3
attribute-names green orange
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!
affinity-map red 1
affinity-map blue 2
affinity-map black 80
affinity-map green 4
affinity-map white 40
affinity-map orange 20
affinity-map purple 10
affinity-map yellow 8
!

関連トピック

数値へのカラー名の割り当て, （77ページ）
アフィニティ名の TEリンクとの関連付け, （79ページ）
TEトンネルのアフィニティ制約の関連付け, （81ページ）
柔軟な名前ベースのトンネル制約, （16ページ）

エリア間トンネルの設定：例

次に、トラフィックエンジニアリングエリア間トンネルを設定する例を示します。。

ルーズにルーティングされたパスでは、トンネルテールエンドの指定はオプションです。（注）

configure
interface Tunnel-te1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 192.168.20.20
signalled-bandwidth 300
path-option 1 explicit name path-tunnel1
explicit-path name path-tunnel1
next-address loose 192.168.40.40
next-address loose 192.168.60.60
next-address loose 192.168.20.20

一般的に、エリア間トンネルの場合は、トンネルのシグナリングの成功率を高めるために、

ルーズにルーティングされたパスオプションを複数設定して、それぞれで ABR（OSPFの場
合）またはレベル1-2の境界ルータ（IS-ISの場合）の異なる組み合わせを指定する必要があり
ます。この単純なトポロジにおいては、他にルーズにルーティングされたパスはありません。

（注）

転送隣接の設定：例

次に、保持時間値が 60の Tunnel-TE 68でMPLS-TE転送隣接を設定する例を示します。

configure
interface tunnel-te 68
forwarding-adjacency holdtime 60
commit
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関連トピック

MPLS-TE転送隣接の設定, （88ページ）
MPLS-TE転送隣接の利点, （20ページ）

PCE の設定：例
次に、PCE設定の設定例を示します。

configure
mpls traffic-eng
interface pos 0/6/0/0
pce address ipv4 192.168.25.66
router id loopback 0
router ospf 1
router-id 192.168.25.66
area 0
interface pos 0/6/0/0
interface loopback 0
mpls traffic-eng router-id loopback 0
mpls traffic-eng area 0
rsvp
interface pos 0/6/0/0
bandwidth 100
commit

次に、PCC設定の設定例を示します。

configure
interface tunnel-te 10
ipv4 unnumbered loopback 0
destination 1.2.3.4
path-option 1 dynamic pce
mpls traffic-eng
interface pos 0/6/0/0
router id loopback 0
router ospf 1
router-id 192.168.25.66
area 0
interface pos 0/6/0/0
interface loopback 0
mpls traffic-eng router-id loopback 0
mpls traffic-eng area 0
rsvp
interface pos 0/6/0/0
bandwidth 100
commit

関連トピック

パス計算クライアントの設定, （90ページ）
パス計算要素アドレスの設定, （92ページ）
PCEパラメータの設定, （93ページ）
パス計算要素, （21ページ）
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パス保護のトンネルの設定：例

パス保護機能は、送信元ルータのみで設定されます。パス保護を設定するには、ダイナミックパ

スオプションが前提条件となります。

interface tunnel-te150
ipv4 unnumbered Loopback150
autoroute announce
destination 151.151.151.151
affinity 11 mask 11
path-protection
path-option 2 explicit name p2mp3-p2mp4-p2mp5_1
path-option 10 dynamic

関連トピック

インターフェイスのパス保護のイネーブル化, （97ページ）
トンネルへのダイナミックパスオプションの割り当て, （98ページ）
パス保護トンネルでの強制的な手動切り替え, （100ページ）
再最適化前にトンネルで発生する遅延の設定, （101ページ）
パス保護, （23ページ）
パス保護の前提条件, （23ページ）
パス保護の制約事項, （24ページ）

自動帯域幅の設定：例

次に、自動帯域幅設定の設定例を示します。

configure
interface tunnel-te6
auto-bw
bw-limit min 10000 max 500000
overflow threshold 50 min 1000 limit 3
adjustment-threshold 20 min 1000
application 180

関連トピック

収集頻度の設定, （103ページ）
自動帯域幅機能の設定, （106ページ）
MPLS-TE自動帯域幅の概要, （25ページ）

MPLS-TE 共有リスクリンクグループの設定：例
次に、別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値を指定する設定例を示します。

config t
srlg

interface POS0/4/0/0
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value 10
value 11

|
interface POS0/4/0/1

value 10
|

次に、特定のリンクに設定された SRLG値の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng topology brief
My_System_id: 100.0.0.2 (OSPF 0 area 0)
My_System_id: 0000.0000.0002.00 (IS-IS 1 level-1)
My_System_id: 0000.0000.0002.00 (IS-IS 1 level-2)
My_BC_Model_Type: RDM

Signalling error holddown: 10 sec Global Link Generation 389225

IGP Id: 0000.0000.0002.00, MPLS TE Id: 100.0.0.2 Router Node (IS-IS 1 level-1)

IGP Id: 0000.0000.0002.00, MPLS TE Id: 100.0.0.2 Router Node (IS-IS 1 level-2)

Link[1]:Broadcast, DR:0000.0000.0002.07, Nbr Node Id:21, gen:389193
Frag Id:0, Intf Address:51.2.3.2, Intf Id:0
Nbr Intf Address:51.2.3.2, Nbr Intf Id:0
TE Metric:10, IGP Metric:10, Attribute Flags:0x0
Attribute Names:
SRLGs: 1, 4, 5
Switching Capability:, Encoding:
BC Model ID:RDM
Physical BW:1000000 (kbps), Max Reservable BW Global:10000 (kbps)
Max Reservable BW Sub:10000 (kbps)

次に、設定済みトンネルと関連する SRLG値の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng tunnels

<snip>
Signalling Summary:

LSP Tunnels Process: running
RSVP Process: running
Forwarding: enabled

Periodic reoptimization: every 3600 seconds, next in 1363 seconds
Periodic FRR Promotion: every 300 seconds, next in 181 seconds
Auto-bw enabled tunnels: 0 (disabled)

Name: tunnel-te1 Destination: 100.0.0.3
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: recovered

path option 1, type explicit path123 (Basis for Setup, path weight 2)
OSPF 0 area 0

G-PID: 0x0800 (derived from egress interface properties)
SRLGs excluded: 2,3,4,5

6,7,8,9
Bandwidth Requested: 0 kbps CT0

<snip>

次に、SRLGに関連するすべてのインターフェイスの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng topo srlg
My_System_id: 100.0.0.5 (OSPF 0 area 0)
My_System_id: 0000.0000.0005.00 (IS-IS 1 level-2)
My_System_id: 0000.0000.0005.00 (IS-IS ISIS-instance-123 level-2)

SRLG Interface Addr TE Router ID IGP Area ID
__________ ______________ ____________ _______________
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10 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2
11 50.2.3.3 100.0.0.3 IS-IS 1 level-2
12 50.2.3.3 100.0.0.3 IS-IS 1 level-2
30 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2
77 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2
88 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2

1500 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2
10000000 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2

4294967290 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2
4294967295 50.4.5.5 100.0.0.5 IS-IS ISIS-instance-123 level-2

次に、除外された SRLG値を持つNHOPおよびNNHOPバックアップトンネルの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng topology path dest 100.0.0.5 exclude-srlg
ipaddr
Path Setup to 100.0.0.2:
bw 0 (CT0), min_bw 0, metric: 30
setup_pri 7, hold_pri 7
affinity_bits 0x0, affinity_mask 0xffff
Exclude SRLG Intf Addr : 50.4.5.5
SRLGs Excluded : 10, 30, 1500, 10000000, 4294967290, 4294967295
Hop0:50.5.1.5
Hop1:50.5.1.1
Hop2:50.1.3.1
Hop3:50.1.3.3
Hop4:50.2.3.3
Hop5:50.2.3.2
Hop6:100.0.0.2

次に、特定のインターフェイスを保護するために設定された明示パスの抽出の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#sh mpls traffic-eng topology path dest 10.0.0.5 explicit-path name
name

Path Setup to 100.0.0.5:
bw 0 (CT0), min_bw 9999, metric: 2
setup_pri 7, hold_pri 7
affinity_bits 0x0, affinity_mask 0xffff
SRLGs Excluded: 10, 30, 77, 88, 1500, 10000000

4294967290, 4294967295

Hop0:50.3.4.3
Hop1:50.3.4.4
Hop2:50.4.5.4
Hop3:50.4.5.5
Hop4:100.0.0.5

関連トピック

別のリンクとの共有リスクを持つ各リンクの SRLG値の設定, （110ページ）
除外 SRLGを使用した明示パスの作成, （112ページ）
明示パスを除外 SRLGとともに使用, （114ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのリンク保護の作成, （117ページ）
SRLG制約を使用したバックアップトンネルでのノード保護の作成, （121ページ）
MPLSトラフィックエンジニアリング：共有リスクリンクグループ, （33ページ）
明示パス, （34ページ）
SRLG制約のある高速再ルーティング, （34ページ）
保護の重要性, （36ページ）
障害時のパケットの配信, （37ページ）
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同じインターフェイスを保護する複数のバックアップトンネル , （37ページ）
SRLGの制限, （38ページ）

MPLS-TE Auto-Tunnel バックアップの設定：例
次に、コアルータまたはエッジルータの Auto-Tunnelバックアップの設定例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
mpls traffic-eng

auto-tunnel backup
tunnel-id min 60000 max 61000

interface pos 0/1/0/0
auto-tunnel backup

次に、Auto-Tunnelバックアップに設定された保護（NNHOPおよび SRLG）の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng tunnels 1
Signalling Summary:

LSP Tunnels Process: running
RSVP Process: running
Forwarding: enabled

Periodic reoptimization: every 3600 seconds, next in 2524 seconds
Periodic FRR Promotion: every 300 seconds, next in 49 seconds
Auto-bw enabled tunnels: 1

Name: tunnel-te1 Destination: 200.0.0.3 (auto backup)
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected

path option 10, type explicit (autob_nnhop_srlg_tunnel1) (Basis for Setup, path weight
11)

path option 20, type explicit (autob_nnhop_tunnel1)
G-PID: 0x0800 (derived from egress interface properties)
Bandwidth Requested: 0 kbps CT0
Creation Time: Fri Jul 10 01:53:25.581 PST (1h 25m 17s ago)

Config Parameters:
Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xffff
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: disabled LockDown: disabled Policy class: not set
Forwarding-Adjacency: disabled
Loadshare: 0 equal loadshares
Auto-bw: disabled
Fast Reroute: Disabled, Protection Desired: None
Path Protection: Not Enabled

Auto Backup:
Protected LSPs: 4
Protected S2L Sharing Families: 0
Protected S2Ls: 0
Protected i/f: Gi0/1/0/0 Protected node: 20.0.0.2
Protection: NNHOP+SRLG
Unused removal timeout: not running

History:
Tunnel has been up for: 00:00:08
Current LSP:
Uptime: 00:00:08

Prior LSP:
ID: path option 1 [545]
Removal Trigger: configuration changed

Path info (OSPF 0 area 0):
Hop0: 10.0.0.2
Hop1: 100.0.0.2
Hop2: 100.0.0.3
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Hop3: 200.0.0.3

次に、このバックアップ Auto-Tunnel用に自動的に作成されたパスオプションの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng tunnels 1 detail
Signalling Summary:

LSP Tunnels Process: running
RSVP Process: running
Forwarding: enabled

Periodic reoptimization: every 3600 seconds, next in 2524 seconds
Periodic FRR Promotion: every 300 seconds, next in 49 seconds
Auto-bw enabled tunnels: 1

Name: tunnel-te1 Destination: 200.0.0.3 (auto backup)
Status:
Admin: up Oper: up Path: valid Signalling: connected

path option 10, type explicit (autob_nnhop_srlg_tunnel1) (Basis for Setup, path weight
11)

path option 20, type explicit (autob_nnhop_tunnel1)
G-PID: 0x0800 (derived from egress interface properties)
Bandwidth Requested: 0 kbps CT0
Creation Time: Fri Jul 10 01:53:25.581 PST (1h 25m 17s ago)

Config Parameters:
Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xffff
Metric Type: TE (default)
AutoRoute: disabled LockDown: disabled Policy class: not set
Forwarding-Adjacency: disabled
Loadshare: 0 equal loadshares
Auto-bw: disabled
Fast Reroute: Disabled, Protection Desired: None
Path Protection: Not Enabled

Auto Backup (NNHOP+SRLG):
Protected LSPs: 4
Protected S2L Sharing Families: 0
Protected S2Ls: 0
Protected i/f: Gi0/1/0/0 Protected node: 20.0.0.2
Protection: NNHOP+SRLG
Unused removal timeout: not running

Path Options Details:
10: Explicit Path Name: (autob_nnhop_srlg_te1)
1: exclude-srlg 50.0.0.1
2: exclude-address 50.0.0.2
3: exclude-node 20.0.0.2

20: Explicit Path Name: (autob_nnhop_te1)
1: exclude-address 50.0.0.1
2: exclude-address 50.0.0.2
3: exclude-node 20.0.0.2

History:
Tunnel has been up for: 00:00:08
Current LSP:
Uptime: 00:00:08

Prior LSP:
ID: path option 1 [545]
Removal Trigger: configuration changed

Path info (OSPF 0 area 0):
Hop0: 10.0.0.2
Hop1: 100.0.0.2
Hop2: 100.0.0.3
Hop3: 200.0.0.3

次に、自動的に作成されたバックアップトンネルの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng tunnels brief
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TUNNEL NAME DESTINATION STATUS STATE
tunnel-te0 200.0.0.3 up up
tunnel-te1 200.0.0.3 up up
tunnel-te2 200.0.0.3 up up

tunnel-te50 200.0.0.3 up up
*tunnel-te60 200.0.0.3 up up
*tunnel-te70 200.0.0.3 up up
*tunnel-te80 200.0.0.3 up up

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mpls traffic-eng tunnels tabular
Tunnel LSP Destination Source FRR LSP Path
Name ID Address Address State State Role Prot

------------------ ------ --------------- --------------- ------- ------- ------ -----
tunnel-te0 549 200.0.0.3 200.0.0.1 up Inact Head InAct
tunnel-te1 546 200.0.0.3 200.0.0.1 up Inact Head InAct
tunnel-te2 6 200.0.0.3 200.0.0.1 up Inact Head InAct

tunnel-te50 6 200.0.0.3 200.0.0.1 up Active Head InAct
tunnel-te60 4 200.0.0.3 200.0.0.1 up Active Head InAct
tunnel-te70 4 200.0.0.3 200.0.0.1 up Active Head InAct
tunnel-te80 3 200.0.0.3 200.0.0.1 up Active Head InAct

関連トピック

AutoTunnelバックアップのイネーブル化, （57ページ）

AutoTunnelバックアップの削除, （59ページ）

高速再ルーティングが可能な TE LSPを保護するためのMPLSバックアップ自動トンネルの確
立, （60ページ）
リンク保護を使用したネクストホップトンネルの確立, （62ページ）
バックアップ AutoTunnels, （6ページ）

Point-to-Multipoint TE の設定：例
次に、Point-to-Multipoint TEを設定する例を示します。

P2MP トポロジシナリオ：例
ここでは、Point-to-Multipointトラフィックエンジニアリングトポロジの一般的なシナリオについ
て説明します。次に、P2MPトポロジの図を示します。

図 10：P2MP トポロジ
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このヘッドルータはヘッドノードの設定を示します。このルータは、ヘッドノードでMPLSの
インポジションを実行します。

interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 1.1.1.1
path-option 1 explicit name path-to-tail1
!
destination 2.2.2.2
path-option 1 explicit name path-to-tail2
!
fast-reroute

mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/1/3/0
!
interface GigabitEthernet0/1/3/7
!

multicast-routing
address-family ipv4
nsf
interface all enable
!
address-family ipv6
nsf
interface all enable
!
!
!
router igmp
vrf default
interface tunnel-mte1
static-group 232.0.0.1 192.168.10.1
!

このミッドルータはミッドノードの設定を示します。このルータは、ミッドノードでMPLSラ
ベルレプリケーションを実行します。

mpls traffic-eng
interface POS0/2/0/0
!
interface POS0/2/0/1
backup-path tunnel-te 1000
!
interface TenGigE0/3/0/3
!
interface GigabitEthernet0/2/5/0
!
!

このテールルータはテールノードの設定を示します。このルータは、テールノードでMPLSディ
スポジションの役割を実行します。

mpls traffic-eng
interface POS0/0/3/0
!

!

multicast-routing
address-family ipv4
interface all enable
!
core-tree-protocol rsvp-te group-list lsm
static-rpf 192.168.10.1 32 mpls 5.5.5.5
!
!
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次に、MPLSネットワークでの高速再ルーティングの設定を示します。

explicit-path name backup-path-to-tail1
index 1 next-address strict 198.1.1.2
index 2 next-address strick 198.1.2.2
!

interface tunnel-te1000 <<< backup p2p tunnel
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 140.140.140.140
path-option 1 explicit name backup-path-to-tail1
!
mpls traffic-eng
interface POS0/2/0/0
!
interface POS0/2/0/1
backup-path tunnel-te 1000
!
interface TenGigE0/5/0/4
!

送信元の Point-to-Multipoint の設定：例
マルチキャストルーティングは、送信元において、tunnel-mteインターフェイスおよびカスタマー
側インターフェイスの両方でイネーブルになっている必要があります。次に、P2MP LSPを介し
て指定されたマルチキャストトラフィックが転送されるように、tunnel-mteインターフェイスで
スタティックグループが設定されている必要があります。

Cisco IOS XR softwareでは、ラベルスイッチマルチキャスト（LSM）用 SSMのみがサポート
されているため、マルチキャストグループアドレス（Source-SpecificMulticast（SSM）アドレ
ス範囲（ff35::/16）内）をスタティックグループの設定で使用する必要があります。さらに、
カスタマー側インターフェイスは、IPv6アドレスを持っている必要があります。

（注）

multicast-routing
address-family ipv6
interface tunnel-mte 1
enable
!
interface GigabitEthernet0/2/0/3
enable
!
!
!
router mld
vrf default
interface tunnel-mte 1
static-group ff35::1 2000::1 3eFF::A
!
!
!
interface tunnel-mte 1

ipv4 unnumbered Loopback0
destination 3.3.3.3

path-option 1 dynamic
destination 4.4.4.4

path-option 1 dynamic
!
!
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関連トピック

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TE , （30ページ）

Point-to-Multipoint トンネルの設定：例
P2Pおよび P2MPの両方について、トンネルレベルでのロギングイベントに差異はありません。
P2MPトンネルは、トンネルレベル単位のみで最適化されます。

interface tunnel-mte1
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 60.60.60.60
logging events lsp-status state
logging events lsp-status reroute
path-option 10 explicit name toR6_via_R2andR3
!
logging events lsp-status reoptimize
logging events lsp-status state
logging events lsp-status reroute
fast-reroute
record-route
!

explicit-path name PATH7
index 1 next-address strict ipv4 unicast 192.168.7.2
index 2 next-address strict ipv4 unicast 192.168.7.1
index 3 next-address strict ipv4 unicast 192.168.16.1
index 4 next-address strict ipv4 unicast 192.168.16.2
!

関連トピック

Point-to-Multipoint RSVP-TEのパスオプション, （31ページ）

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

宛先のディセーブル化：例

tunnel-mteインターフェイスから、宛先をディセーブルにできます。

interface tunnel-mte101
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 150.150.150.150
disable
path-option 10 dynamic
!
destination 150.150.150.150
path-option 2 dynamic
!
!

関連トピック

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）
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Point-to-Multipoint ソリューションの設定：例

MPLS-TE 設定の要件

Point-to-Multipoint（P2MP）トンネルを定義する前に、次のMPLS-TE要件を設定する必要があり
ます。

•マルチプロトコルラベルスイッチングトラフィックエンジニアリング（MPLS-TE）

•リソース予約プロトコル（RSVP）

• Open Shortest Path First（OSPF）

次に、P2MPソリューション全体の例を示します。

•送信元は、P2MP-TEトンネルインターフェイスが作成される場所です。

•トンネルには、複数の宛先が含まれます。たとえば、P2MP-TEトンネルには、ダイナミッ
クおよび明示パスオプションを使用して、2つのリーフノードの宛先が設定されています。

• P2MPトンネルには、高速再ルーティング（FRR）が指定されています。

•アフィニティまたは帯域幅などの通常の TEトンネルのオプションはすべて設定されていま
す。

• P2MPトンネルへのグループアドレスのスタティックマッピングは、IGMPで実行済みで
す。

インターネットグループ管理プロトコル（IGMP）。

• P2MP-TEミッドポイント設定には、TEおよび Interior Gateway Protocol（IGP）情報のみが必
要です。

• P2MP-TEレシーバ設定には、スタティックグループおよび RPFマップが必要です。

!
explicit-path name g2-r2-r1
index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.2.15.1
!
explicit-path name g2-r2-r3
index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.2.25.1
index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.2.23.2
!
explicit-path name g2-r2-r4
index 1 next-address strict ipv4 unicast 10.2.25.1
index 2 next-address strict ipv4 unicast 10.2.24.2
!
ipv4 access-list ssm
10 permit ipv4 232.1.0.0/16 any
20 permit ipv4 232.3.0.0/16 any
30 permit ipv4 232.4.0.0/16 any
!
ipv4 access-list ssm-test
10 permit ipv4 235.0.0.0/8 any
!
interface Loopback0
ipv4 address 192.168.1.2 255.255.255.255
!
interface tunnel-mte221
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ipv4 unnumbered Loopback0
destination 192.168.1.1
path-option 1 dynamic
!
destination 192.168.1.3
path-option 1 dynamic
!
destination 192.168.1.4
path-option 1 dynamic
!
!
interface tunnel-mte222
ipv4 unnumbered Loopback0
destination 192.168.1.1
path-option 1 explicit name g2-r2-r1
!
destination 192.168.1.3
path-option 1 explicit name g2-r2-r3
!
destination 192.168.1.4
path-option 1 explicit name g2-r2-r4
!
signalled-bandwidth 1000
!
interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
ipv4 address 172.20.163.12 255.255.255.128
!
interface MgmtEth0/RP1/CPU0/0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
ipv4 address 172.2.1.2 255.255.255.0
load-interval 30
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
ipv4 address 10.1.15.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
ipv4 address 10.2.15.2 255.255.255.0
dot1q vlan 2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
ipv4 address 10.1.25.2 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.2
ipv4 address 10.2.25.2 255.255.255.0
dot1q vlan 2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/3
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/4
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/5
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/6
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/7
shutdown
!
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 1.56.0.1
0.0.0.0/0 172.20.163.1
!
!
router ospf 100
nsr
router-id Loopback0
area 0
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mpls traffic-eng
interface Loopback0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.2
!
!
mpls traffic-eng router-id Loopback0
!
mpls oam
!
rsvp
interface GigabitEthernet0/0/0/0
bandwidth 20000
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
bandwidth 20000
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
bandwidth 20000
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
bandwidth 20000
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.2
bandwidth 20000
!
!
mpls traffic-eng
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.2
!
!
mpls ldp
router-id 192.168.1.2
nsr
graceful-restart
interface GigabitEthernet0/0/0/0
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1.2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2.2
!
!
multicast-routing
address-family ipv4
core-tree-protocol rsvp-te
ssm range ssm
static-rpf 172.1.1.1 32 mpls 192.168.1.1
static-rpf 172.3.1.1 32 mpls 192.168.1.3
static-rpf 172.4.1.1 32 mpls 192.168.1.4
interface all enable
!
!
router igmp
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!
interface tunnel-mte221
static-group 232.2.2.1 172.2.1.1
!
interface tunnel-mte222
static-group 232.2.2.2 172.2.1.1
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
static-group 232.1.2.1 172.1.1.1
static-group 232.1.2.2 172.1.1.1
static-group 232.3.2.1 172.3.1.1
static-group 232.3.2.2 172.3.1.1
static-group 232.4.2.1 172.4.1.1
static-group 232.4.2.2 172.4.1.1
!
!
end

関連トピック

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TE , （30ページ）

Point-to-Multipoint RSVP-TEのパスオプション, （31ページ）

Point-to-Multipoint Traffic-Engineeringの概要, （27ページ）

その他の参考資料
MPLS-TEの実装に関する詳細情報については、次の参考資料を参照してください。

関連資料

参照先関連項目

『CiscoASR9000SeriesAggregationServicesRouterMPLS
Command Reference』の「MPLS Traffic
Engineering Commands on Cisco ASR 9000 Series
Router」モジュール

MPLS-TEコマンド

『CiscoASR9000SeriesAggregationServicesRouterGetting
Started Guide』

スタートアップ資料

標準

タイトル標準

—この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。
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MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOSXRソフトウェアを使用しているMIB
を特定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、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。http://cisco.com/public/sw-center/
netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

『Protocol Extensions for Support of Diffserv-aware
MPLS Traffic Engineering』（著者：F. Le
Faucheur、 2005年 6月）。

（フォーマット：TXT=79265バイト）（ステー
タス：PROPOSED STANDARD）

RFC 4124

『MaximumAllocation BandwidthConstraintsModel
for Diffserv-awareMPLS Traffic Engineering』（著
者：F. Le Faucheur、W. Lai、2005年 6月）。

（フォーマット：TXT=22585バイト）（ステー
タス：EXPERIMENTAL）

RFC 4125

『Russian Dolls Bandwidth Constraints Model for
Diffserv-aware MPLS Traffic Engineering』（著
者：F. Le Faucheur、2005年 6月）。

（フォーマット：TXT=23694バイト）（ステー
タス：EXPERIMENTAL）

RFC 4127

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/techsupportシスコのテクニカルサポートWebサイトには、
数千ページに及ぶ検索可能な技術情報がありま

す。製品、テクノロジー、ソリューション、技

術的なヒント、およびツールへのリンクもあり

ます。 Cisco.comに登録済みのユーザは、この
ページから詳細情報にアクセスできます。
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