
MPLS トランスポートプロファイルの実装

このモジュールでは、ルータ上にMPLSトランスポートプロファイル（MPLS-TP）を実装する
方法について説明します。 IETFによりサポートされたMPLS-TPを使用することで、転送ネッ
トワークを、簡潔でコスト効率の良い方法でパケットサービスをサポートできるようにスケー

ルできるパケットベースネットワークに移行できます。MPLS-TPは、トランスポートロールで
使用できるように、MPLSの必要な既存の機能を追加の最小限のメカニズムと組み合わせます。

MPLSトランスポートプロファイルを使用することで、IPおよびMPLSトラフィックが通過す
る転送ネットワーク層を提供するトンネルを作成できます。

MPLS トランスポートプロファイル実装の機能履歴

変更箇所リリース

この機能が導入されました。リリース 4.2.0

• MPLS-TPの制約事項, 1 ページ

• MPLSトランスポートプロファイルの実装に関する情報, 2 ページ

• MPLSトランスポートプロファイルの実装方法, 7 ページ

MPLS-TP の制約事項
• PenultimateHop Poppingはサポートされていません。MPLS-TPエンドポイントでラベルマッ
ピングが設定されているため、Ultimate Hop Poppingのみサポートされています。

• MPLS-TPリンクは、IPアドレスを使用して設定する必要があります。

• IPv6アドレス指定はサポートされていません。
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L2VPN の制約

•疑似配線 ID転送等価クラス（FEC）（タイプ128）はサポートされていますが、汎用 IDFEC
（タイプ 129）はサポートされていません。

•疑似配線上のBFDはサポートされていません。スタティック疑似配線OAMプロトコルは、
疑似配線ステータスを使用している TPトンネル上で発生したスタティック疑似配線の障害
を通知するために使用されます。

•イーサネット疑似配線タイプのみがサポートされています。

MPLS トランスポートプロファイルの実装に関する情報
MPLS-TPを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

MPLS トランスポートプロファイル
MPLSトランスポートプロファイル（TP）を使用することで、IPおよびMPLSトラフィックが通
過する転送ネットワーク層を提供するトンネルを作成できます。MPLS-TPトンネルは、同期光
ネットワーク（SONET）および同期デジタル階層（SDH）時分割多重（TDM）テクノロジーから
パケットスイッチングへの遷移を可能にし、帯域利用率が高く低コストなサービスをサポートし

ます。転送ネットワークは、接続指向型で静的にプロビジョニングされ、寿命の長い接続を持ち

ます。通常、転送ネットワーク、ラベルのような IDを変更する制御プロトコルを回避します。
MPLS-TPトンネルは、静的にプロビジョニングされた双方向ラベルスイッチドパス（LSP）を介
してこの機能を提供します。次に、MPLS-TPトンネルの図を示します。

図 1：MPLS トランスポートプロファイルトンネル

MPLS-TPは、トランスポートロールで使用できるように、MPLSの必要な既存の機能を追加の最
小限のメカニズムと組み合わせます。MPLS-TPは、CLIまたはネットワーク管理システムを使用
して設定できます。

   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
2 OL-26056-02-J  

MPLS トランスポートプロファイルの実装
MPLS トランスポートプロファイルの実装に関する情報



MPLS-TPトンネルには次のような特徴があります。

• MPLS-TPトンネルは、動作 LSP、保護、LSP、または両方の LSPと関連付け可能

•静的にプロビジョニングされた双方向MPLS-TPラベルスイッチドパス（LSP）

•対称または非対称帯域予約

• MPLS-TP LSPのリバーティブモードを使用した 1:1パス保護

• Generic Alert Label（GAL）および Generic Associated Channel Header（G-ACH）を使用した制
御パケット（BFDパケット、疑似配線 OAMパケットなど）の転送

• BFDはMPLS-TP LSP上の連続性チェック（CC）メカニズムとして使用

• BFDに基づいたリモート故障表示（RDI）

•障害 OAM機能

MPLS-TPトンネル上では、次のサービスがサポートされています。

•スタティックMPLS-TPトンネル上のダイナミックスポーク疑似配線（H-VPLS用）。

•スタティックMPLS-TPトンネル上のスタティックスポーク疑似配線（H-VPLS用）。

•スタティックおよびダイナミック疑似配線セグメントを連結できるMS-PWサービス。

• MPLS TP LSPおよび PW上でのMPLS pingおよび traceroute。

• MPLS-TPトンネル上のスタティックルート。

•スタティック疑似配線用の疑似配線冗長性。

• MPLS-TPトンネルに固定されたスタティックまたはダイナミック疑似配線を使用するVPWS。

• MPLS-TPトンネルに固定されたスタティックまたはダイナミック疑似配線を使用するVPLS
および H-VPLS。

双方向 LSP
MPLSトランスポートプロファイル（MPLS-TP）LSPは双方向であり、LSPが同一のパス上で双
方向に通過します。MPLS-TPトンネルは、動作MPLS-TP LSP、保護MPLS-TP LSP、またはその
両方に関連付けることができます。動作LSPは、保護LSPにバックアップされたプライマリLSP
です。動作 LSPがダウンすると、保護 LSPが自動的にアクティブになります。オプションで
MPLS-TPトンネルをアップ状態にするには、そのトンネルに 1つ以上のLSPを設定しておく必要
があります。

MPLS-TP パス保護
パス保護では、MPLS-TPトンネルに対してエンドツーエンドのディザスタリカバリメカニズム
（完全なパス保護）を提供します。MPLS-TP LSPは 1:1保護をサポートします。動作および保護
LSPは、MPLS-TPトンネル設定の一環で設定できます。動作 LSPはトラフィックのルーティン
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グに使用されるプライマリ LSPで、保護 LSPは動作 LSPのバックアップです。動作 LSPに障害
が発生すると、動作 LSPが復旧するまでトラフィックは保護 LSPに切り替わります。復旧する
と、トラフィック転送は動作 LSPに戻されます（リバーティブモード）。

障害 OAM のサポート
障害OAMプロトコルおよびメッセージは、MPLS-TPトンネルおよび双方向 LSPのプロビジョニ
ングとメンテナンスをサポートしています。

• Generic Associated Channel

Generic Associated Channel（G-ACh）は、MPLS疑似配線に加えて、MPLS LSPとも関
連付けられた制御チャネルメカニズムです。G-AChラベル（GAL）（ラベル13）は、
ラベルパケット内に G-AChが存在するかどうかを特定するための汎用アラートラベ
ルです。これは、予約済みのMPLSラベルスペースから取得されます。

G-AChまたは GALは、MPLS-TP LSPおよび疑似配線のインバンド OAMのサポート
に使用されます。OAMメッセージは、障害管理、接続検証、連続性チェックなどの機
能に使用されます。

次のメッセージは、指定されたMPLS LSP経由で転送されます。

• OAM障害管理：アラーム表示信号（AIS）、Link Down Indication（LDI）、およ
び Lock Report（LKR）メッセージ（障害 OAMチャネルを持つ GAL）

• OAM接続検証：pingおよび tracerouteメッセージ（IPチャネルを持つ GAL）

• BFDメッセージ（BFDチャネルを持つ GAL）

次のメッセージは、指定された疑似配線経由で転送されます。

•スタティック疑似配線 OAMメッセージ（スタティック疑似配線ステータス）

•疑似配線 pingおよび tracerouteメッセージ

• 障害管理：アラーム表示信号（AIS）、Link Down Indication（LDI）、および Lock Report
（LKR）メッセージ

LDIメッセージは、障害が検出されたときに、ミッドポイントノードで生成されます。
ミッドポイントは、障害が存在しても到達可能なエンドポイントに、LDIメッセージ
を送信します。また、ミッドポイントノードは、インターフェイスが管理上のダウン

状態である場合は、LKRメッセージも到達可能なエンドポイントに送信します。 AIS
メッセージはシスコプラットフォームでは生成されませんが、受信した場合は処理さ

れます。デフォルトでは、エンドポイントのアクティブな LSPで LDIおよび LKRを
受信すると、パス保護の切り替えが発生しますが、AISでは切り替えは発生しません。
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• 障害管理：LSPロックアウトのエミュレート保護スイッチング

カスタマイズされた障害メッセージを使用して、LSPロックアウトをサポートする一
種のエミュレート保護スイッチングを実装できます。シスコロックアウトメッセージ

が送信されても、LSPは管理上のダウン状態にはなりません。シスコロックアウト
メッセージは、パス保護切り替えを発生させて、データトラフィックが LSPを使用し
ないようにします。 LSPのデータパスは、BFDおよびその他の OAMメッセージがそ
のパスを継続して通過できるように、アップ状態のままとなります。 LSPのメンテナ
ンスでは、ミッドポイント LSRの再設定または再配置などを実行できます。ロックア
ウトを削除してサービスを再開するには、LSP上の BFDがアップ状態であり、MPLS
pingおよび tracerouteを使用して LSPの接続を確認できる必要があります。動作 LSP
と保護 LSPを同時にロックアウトすることはできません。

• LSP pingおよび traceroute

MPLS-TPの接続性検証のため、ping mpls traffic-eng tunnel-tpおよび traceroute mpls
traffic-eng tunnel-tpコマンドを使用できます。エコー要求は、動作 LSPまたは保護
LSP経由で送信されるように指定できます。また、動作 LSPまたは保護 LSPが明示的
に指定されている場合は、ロックアウトされたMPLS-TPトンネル LSP（動作または保
護のいずれか）にエコー要求が送信されるように指定することもできます。

• BFD経由の接続検証

BFDセッションは、デフォルトのパラメータを使用してMPLS-TPLSP上で自動的に作
成されます。デフォルトの BFDパラメータは、グローバルコマンドまたはトンネル
単位のコマンドを使用して上書きできます。さらに、スタンバイ LSPに対して、オプ
ションで異なるBFDパラメータを設定することもできます。たとえば、LSPがスタン
バイの場合、BFD helloメッセージを送信する頻度を少なくして、ラインカード CPU
の使用率を低減できます。ただし、スタンバイ LSPが（保護スイッチングなどのため
に）アクティブのときは、そのLSPには公称BFDパラメータが使用されます（たとえ
ば、BFD helloメッセージを高い頻度で実行するため）。 BFDの詳細については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and Hardware Component
Configuration Guide』の「Configuring Bidirectional Forwarding Detection on the Cisco ASR
9000 Series Router」を参照してください。

MPLS-TP リンクおよび物理インターフェイス
MPLS-TPリンク IDは、物理インターフェイスのみに割り当てることができます。バンドルイン
ターフェイスと仮想インターフェイスは、MPLS-TPリンク IDではサポートされません。

MPLS-TPリンクは、MPLS-TPトンネルとミッドポイント LSP設定、物理インターフェイスの間
の間接レベルを作成するために使用されます。MPLS-TPの link-idコマンドは、物理インターフェ
イスおよびネクストホップノードアドレスを使用してMPLS-TPリンク IDを関連付けるために使
用されます。
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その後、複数の LSPがMPLS-TPリンクを参照し、そのインターフェイスを通過していることを
示すことができます。MPLS-TPリンクを参照しているすべてのMPLS-TPトンネルおよび LSPを
再設定することなく、そのリンクをあるインターフェイスから別のインターフェイスに移動でき

ます。

リンク IDは、ルータまたはノード上で一意である必要があります。詳細については、「Configuring
MPLS-TP Links and Physical Interfaces」を参照してください。

トンネル LSP
ミッドポイントかエンドポイントかにかかわらず、トンネル LSPは同じ識別情報を使用します。
ただし、入力方法は異なります。

•ミッドポイントは、Forward LSPおよび Reverse LSPで構成されます。MPLS-TP LSPのミッ
ドポイントは、名前で識別され、Forward LSP、Reverse LSP、またはその両方がサブモード
下で設定されています。

•ミッドポイントでは、いずれの端が送信元で、いずれの端が宛先であるかの決定は任意で
す。つまり、ご使用のルータと同僚のルータ間にトンネルを設定する場合は、ご使用のルー

タが送信元になります。しかし、同僚は自分のルータが送信元であると考えます。ミッド

ポイントでは、いずれのルータも送信元として見なされます。ミッドポイントでは、送信元

から宛先への方向がフォワード方向、宛先から送信元への方向が逆方向になります。詳細に

ついては、「Configuring MPLS-TP LSPs at Midpoints」セクションを参照してください。

•ミッドポイントでは、LSP番号はデフォルト値を想定していないため、明示的に設定する必
要があります。

•エンドポイントでは、interface tunnel-tp numberコマンドを入力した後に sourceコマンドを
使用してローカル情報（送信元）がグローバルノード IDおよびグローバル IDから、または
ローカルで設定された情報から入力されます。

•エンドポイントでは、interface tunnel-tp numberコマンドを入力した後に destinationコマン
ドを使用して、リモート情報（宛先）が設定されます。destinationコマンドには、宛先ノー
ド ID、オプションのグローバル ID、およびオプションの宛先トンネル番号が含まれます。
宛先トンネル番号を指定しない場合は、送信元トンネル番号が使用されます。

MPLS-TP IP-less サポート
通常、MPLS-TP機能は IPアドレスの有無にかかわらず導入できます。しかし、IP-lessモデルの
主な目的は、隣接する LSRの設定を変えることなく、LSRをMPLS-TPネットワークに挿入でき
るようにすることです。これまでの Cisco IOS-XR MPLS-TPリリースでは、インターフェイスに
有効な IPアドレスが存在しない場合、BFDパケットはそのリンクには送信されず、リンク上の
MPLS-TP LSPはアップ状態になりませんでした。このリリースでは、IP-less TPリンクは
point-to-pointモードのみで動作します。

そのため、この機能では TPリンクの IPアドレスの必要性は任意になりました。 IPアドレスの有
無にかかわらず、MPLS-TPネットワーク内に Cisco IOS-XRを実行する LSRを導入できます。こ
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のさらなる柔軟性により、Cisco IOS-XRを実行する LSRを、IOSを実行する LSRだけでなく、他
のベンダーが提供する LSRを使用して簡単に導入できます。

MPLS トランスポートプロファイルの実装方法
IETFによりサポートされたMPLSトランスポートプロファイルを使用することで、転送ネット
ワークを、簡潔でコスト効率の良い方法でパケットサービスをサポートできるようにスケールで

きるパケットベースネットワークに移行できます。

MPLS-TPを実装するには、次の手順に従います。

ノード ID およびグローバル ID の設定
ルータ上にノード IDおよびグローバル ID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. tp
4. node-id node-id
5. global-id num

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   

MPLSトランスポートプロファイル（TP）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、ルータ

にMPLS TP固有のパラメータを設定できます。

tp

例：

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

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

デフォルトのMPLS TPノード IDを指定します。この ID
は、ルータ上に設定されたすべてのMPLS TPトンネルの
デフォルト送信元ノードとして使用されます。

node-id node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp)#
node-id 10.0.0.1

ステップ 4   

ノード IDは、IPv4アドレス形式で示された 32
ビットの番号で、オプションで各ノードに割り

当てられています。

（注）

すべてのエンドポイントおよびミッドポイントで使用され

るデフォルトのグローバル IDを指定します。このコマン
global-id num

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp)#
global-id 10

ステップ 5   

ドにより、ノード IDはマルチプロバイダートンネル内で
グローバルに一意になります。それ以外の場合は、ノード

IDはローカルでしか意味を持たなくなります。

グローバル IDは 32ビットの番号で、オプショ
ンで各ノードに割り当てられています。

（注）

疑似配線 OAM 属性の設定
疑似配線 OAM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. l2vpn
3. pw-oam refresh transmit value

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   

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始
します。

l2vpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

OAMタイムアウトの更新間隔を指定します。pw-oam refresh transmit value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-oam
refresh transmit 20

ステップ 3   

疑似配線クラスの設定

疑似配線クラスを設定するときは、コントロールワードおよび優先パスの使用などの疑似配線の

パラメータを指定します。

手順の概要

1. configure
2. l2vpn
3. pw-class name
4. encapsulation mpls
5. preferred-path interface tunnel-tp 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   

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

l2vpn

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn

ステップ 2   

fooという名前の疑似配線 OAMクラスを作成
し、疑似配線OAMクラスコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

pw-class name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-class
foo

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

MPLSに疑似配線カプセル化を設定します。encapsulation mpls

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-pwc)#
encapsulation mpls

ステップ 4   

優先パスに TPトンネルインターフェイス 10を
指定します。

preferred-path interface tunnel-tp tunnel-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-pwc-mpls)#
preferred-path interface tunnel-tp 10

ステップ 5   

疑似配線の設定

疑似配線を設定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. pseudowire-class class-name
4. encapsulation mpls
5. preferred-path interface tunnel-tp 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トランスポートプロトコルトンネルインター
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)# interface
tunnel-tp 20

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

疑似配線クラスを作成して、疑似配線クラスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

pseudowire-class class-name

例：

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

ステップ 3   

カプセル化のタイプを指定します。encapsulation mpls

例：

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

ステップ 4   

優先パスに TPトンネルインターフェイス 10を指定
します。

preferred-path interface tunnel-tp
tunnel-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# preferred-path
interface tunnel-tp 10

ステップ 5   

Tunnel-TPインターフェイスを優先パスとし
て PWクラスを定義した場合、この指定さ
れたクラスはあらゆる PWと関連付けでき
ます。

（注）

MPLS TP トンネルの設定
エンドポイントルータ上で、MPLS TPトンネルを作成してパラメータを設定します。
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手順の概要

1. configure
2. interface tunnel-tp number
3. description tunnel-desc
4. bandwidth num
5. source source node-ID
6. destination destination node-ID [global-id destination global ID] [ tunnel-id destination tunnel ID]
7. working-lsp
8. in-label num
9. out-label mpls label out-link link ID
10. lsp-number value
11. exit
12. protect-lsp
13. in-label num
14. out-label mpls label out-link link ID
15. lsp-number value
16. exit

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   

トンネルTP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。範囲は 0～ 65535
です。

interface tunnel-tp number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface
tunnel-tp 10

ステップ 2   

トンネル TPの説明を指定します。description tunnel-desc

例：

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

ステップ 3   

帯域幅を kbps単位で指定します。範囲は 0～
4294967295です。

bandwidth num

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# tp
bandwidth 1000

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

トンネルの送信元ノードを指定します。source source node-ID

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# source
10.0.0.1

ステップ 5   

トンネルの宛先ノードを指定します。destination destination node-ID [global-id
destination global ID] [ tunnel-id destination tunnel
ID]

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# destination
10.0.0.1 global-id 10 tunnel-id 2

動作 LSP（プライマリ LSPとも呼ばれます）を
指定します。このLSPは、トラフィックのルー
ティングに使用されます。

working-lsp

例：

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

ステップ 7   

内部ラベルを指定します。in-label num

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-work)#
in-label 111

ステップ 8   

外部ラベルを指定します。out-label mpls label out-link link ID

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-work)#
out-label 111 out-link 10

ステップ 9   

動作 LSPの LSP IDを指定します。lsp-number value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-work)#
lsp-number 10

ステップ 10   

動作 LSPインターフェイスコンフィギュレー
ションモードを終了します。

exit

例：

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

ステップ 11   

動作 LSPのバックアップを指定します。動作
LSPに障害が発生すると、動作 LSPが復旧する

protect-lsp

例：

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

ステップ 12   

までトラフィックは保護 LSPに切り替わりま
す。復旧すると、トラフィック転送は動作 LSP
に戻されます。
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目的コマンドまたはアクション

内部ラベルを指定します。in-label num

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-protect)#
in-label 113

ステップ 13   

外部ラベルおよび外部リンクを指定します。out-label mpls label out-link link ID

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-protect)#
out-label 112 out-link 2

ステップ 14   

保護 LSPの LSP IDを指定します。lsp-number value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-protect)#
lsp-number 10

ステップ 15   

保護 LSPインターフェイスコンフィギュレー
ションモードを終了します。

exit

例：

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

ステップ 16   

ミッドポイントでの MPLS-TP LSP の設定
ミッドポイントルータでMPLS-TP LSPを設定するには、次の作業を実行します。

ミッドポイントルータで LSPを設定する場合、発信元ノードにトラフィックが返送されない
設定になっていることを確認してください。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. tp mid name
4. tunnel-name name
5. lsp-number value
6. source node -ID tunnel-id number
7. destination node -ID tunnel-id number
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   

MPLS-TPトンネルのミッドポイント IDを指定し
ます。

tp mid name

例：

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

ステップ 3   

ミッドポイントを設定するトンネルの名前を指定

します。

tunnel-name name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp-mid)#
tunnel-name midtunnel

ステップ 4   

LSP IDを指定します。lsp-number value

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp-mid)#
lsp-number 10

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

送信元ノード IDおよびトンネル IDを指定しま
す。

source node -ID tunnel-id number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp-mid-fwd)#
source 10.0.0.1 tunnel-id 12

ステップ 6   

宛先ノード IDおよびトンネル IDを指定します。destination node -ID tunnel-id number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-tp-mid-rev)#
source 10.0.0.2 tunnel-id 12

ステップ 7   

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)# end
◦ 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 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-TP リンクおよび物理インターフェイスの設定
MPLS-TPリンク IDは、物理インターフェイスのみに割り当てることができます。
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バンドルインターフェイスと仮想インターフェイスは、MPLS-TPリンク IDではサポートされ
ません。

（注）

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng
3. interface type interface-path-id
4. link-id value next-hop address
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-te)#
mpls traffic-eng

ステップ 2   

MPLS TEモードに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   

MPLS TEモードに関連付けるインターフェイスタイプおよ
びパス IDを設定します。

link-id value next-hop address

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mpls-te-if)#
link-id 22 next-hop 10.1.1.2

ステップ 4   

ネクストホップ IPアドレスを指定する必要があり
ます。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

リンク IDは、1回定義できます。異なるインター
フェイスまたはネクストホップアドレスと同じ

MPLS-TPリンク IDを使用しようとすると、設定
は拒否されます。異なるインターフェイスまたは

ネクストホップアドレスと同じリンク IDを使用
するには、事前に既存のリンク ID設定を削除して
おく必要があります。

（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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