
周波数の同期の設定： Cisco ASR 9000 Series
Router

周波数の同期は、ネットワーク全体に精密周波数を配布するために使用されます。このモジュー

ルでは、Cisco IOSXRソフトウェアでの周波数の同期を設定するために必要な作業について説明
します。

Cisco IOSXRソフトウェアの周波数の同期に関する情報およびこのモジュールに記載したコマン
ドの詳しい説明については、その他の関連資料を参照してください。設定作業の実行中に出て

くるその他のコマンドのマニュアルを特定するには、オンラインで『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router Commands Master List』内を検索してください。

表 1：周波数の同期の実装の機能履歴： Cisco IOS XR ソフトウェア

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.9.0

このモジュールは次のトピックで構成されています。

• 周波数の同期に関する情報, 1 ページ

• 周波数の同期の設定, 3 ページ

周波数の同期に関する情報
周波数またはタイミング同期は、ネットワーク全体に精密周波数を配布する機能です。この文脈

でのタイミングとは、精密な時刻ではなく、精密周波数を示します。回線エミュレーションなど

のアプリケーション用の次世代のネットワークでは、精密周波数が必要です。 TDMの ITU仕様
への準拠を実現するには、差分方式の回線エミュレーションが使用される必要があります。これ

には、エミュレートされた回線の両端で、既知で共通の精密周波数基準が必要です。
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周波数の同期の現行の例は、SDHおよび SONET機器によって提供されます。これが外部タイミ
ングテクノロジー（セシウムの発振器やGPSなど）とともに使用されて、ネットワーク全体で精
密なタイミングの同期が提供されます。次第に、SDHおよび SONET機器はイーサネット機器と
置き換えられつつあります。これは、周波数の同期機能がイーサネットポートを介して必要に

なってきたためです。同期イーサネット（SyncE）は、既知で共通の精密周波数基準の周波数の
配布をイーサネット物理レイヤネットワークレベルで提供します。

SyncEリンクを維持するには、一連の処理メッセージが必要です。これらのメッセージは、ノー
ドが常に最も信頼できるソースからタイミングを取得していることを確認し、SyncEリンクのク
ロック制御に使用されているタイミングソースの品質に関する情報を転送します。 SONET/SDH
ネットワークでは、これらは同期ステータスメッセージ（SSM）と呼ばれます。SyncEは、Ethernet
Synchronization Message Channel（ESMC）を使用して SSMを転送します。

周波数の同期タイミングの概念

Cisco IOS XRの周波数の同期インフラストラクチャは、ルータバックプレーンの周波数と時刻を
設定するために、さまざまな時刻源からの選択を行うことに使用されます。周波数の同期の実装

に関して、理解する必要がある重要な概念が 2つあります。

ソース

ソースは、システムに周波数信号を入力するか、システムから周波数信号を送信するハードウェ

アの部分です。ソースには次の 4つのタイプがあります。

•ラインインターフェイス。これには、SyncEインターフェイスおよび SONETインターフェ
イスが含まれます。

•クロックインターフェイス。これらは、BITS、UTIや GPSなどの他のタイミング信号を接
続するための外部コネクタです。

• PTPクロック。 IEEE1588バージョン2がルータに設定されている場合、時刻と周波数のソー
スとして PTPクロックが周波数の同期に使用できることがあります。

•内部発振器。これはフリーランの内部発振器チップです。

各タイミングソースには、関連付けられている品質レベル（QL）があり、クロックの精度が提供
されます。この QL情報は、Ethernet Synchronization Messaging Channel（ESMC）上の SSM、また
は、SONET/SDHフレームに含まれる SSMを介してネットワーク全体に送信されます。これによ
り、デバイスは利用可能で最適な同期ソースを認識できます。推奨ネットワーク同期の流れを定

義して、タイミングループを防止するために、各ルータの特定のタイミングソースにプライオリ

ティ値を割り当てることができます。 QL情報およびユーザ割り当てのプライオリティレベルを
組み合わせることにより、ITU標準 G.781に従って SyncEおよび SONET/SDHインターフェイス
のクロック制御に使用するタイミングソースを各ルータが選択できるようになります。
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選択ポイント

選択ポイントは、複数の周波数信号の間から選択された任意のポイントです。1つまたは複数が
選択される可能性があります。選択ポイントは、Cisco IOS XRソフトウェアを実行しているルー
タ内の、さまざまなカード間のタイミング信号の流れを表すグラフを形成します。たとえば、単

一のラインカードで使用可能なさまざまな同期イーサネットの入力の間から選択される 1つまた
は複数の選択ポイントがあるとします。これらの選択ポイントの結果は RSPの選択ポイントに転
送されて、各カードから選択されたソース間からの選択に使用されます。

選択ポイントへの入力信号には、次のものがあります。

•直接ソースから受信した。

•同じカードの別の選択ポイントからの出力。

•別のカードの選択ポイントからの出力。

選択ポイントの出力は、いくつもの局面で使用できることに注意してください。

•一連のソースから送信された信号を制御するため。

•カードの別の選択ポイントへの入力として。

•別のカードの選択ポイントへの入力として。

システム内のさまざまな選択ポイントの詳細を表示するには、show frequency synchronization
selectionコマンドを使用します。

周波数の同期の設定

ルータの周波数の同期のイネーブル化

このタスクでは、周波数の同期をイネーブルにするために必要なルータレベルの設定について説

明します。

手順の概要

1. configure
2. frequency synchronization
3. clock-interface timing-mode {independent | system
4. quality itu-t option {1 | 2 generation {1 | 2}}
5. log selection {changes | errors}
6. 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   

ルータの周波数の同期をイネーブルにします。frequency synchronization

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# frequency
synchronization

ステッ

プ 2   

（任意）クロックインターフェイスの出力を制御するために使用

できるタイミングソースのタイプを設定します。このコマンド

clock-interface timing-mode {independent
| system

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-freqsync)#
clock-interface
timing-mode system

ステッ

プ 3   
が使用されない場合、デフォルトの品質モードが使用されます。

デフォルトモードでは、クロックインターフェイスの出力は、

ラインインターフェイスと内部発振器からの入力によってのみ制

御されます。これは、別のクロックインターフェイスからの入力

によって制御されることは一切ありません。さらに、1つのク
ロックインターフェイスから送信されている信号が、何らかの外

部デバイスによってループバックされて同一または別のクロック

インターフェイスを介して返信されることができるかどうかを検

出するためのヒューリスティックテストがいくつか実行されま

す。

• independent：デフォルトモードのように、クロックイン
ターフェイスの出力は、ラインインターフェイス（SyncE
およびSONET/SDH）によってのみ制御されることを指定し
ます。ループバック検出がディセーブルになります。

• system：クロックインターフェイスの出力は、クロックイ
ンターフェイスを含む、システムが選択したタイミングソー

ス（すべての SyncEおよび SONET/SDHインターフェイス
の制御に使用されるソース）によって、制御されることを指

定します。ループバック検出がディセーブルになります。

（任意）ルータに品質レベルを指定します。デフォルトは、option
1です。

quality itu-t option {1 | 2 generation {1 | 2}}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-freqsync)#
quality itu-t
option 2 generation 1

ステッ

プ 4   

• option 1：PRC、SSU-A、SSU-B、SECおよびDNUが含まれ
ます。

• option 2 generation 1：PRS、STU、ST2、ST3、SMC、ST4、
RESおよび DUSが含まれます。
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目的コマンドまたはアクション

• option 2 generation 2：PRS、STU、ST2、ST3、TNC、ST3E、
SMC、ST4、PROVおよび DUSが含まれます。

ここで設定される品質オプションは、インターフェイ

ス周波数の同期コンフィギュレーションモードのquality
receiveおよび quality transmitコマンドで指定された品
質オプションと一致する必要があります。

（注）

周波数の同期へのロギングをイネーブルにします。log selection {changes | errors}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-freqsync)#
log selection changes

ステッ

プ 5   • changes：エラーに加えて、選択されたソースに変更がある
たびにログを記録します。

• errors：使用可能な周波数ソースが存在しない場合のみ、ま
たは使用可能な唯一の周波数のソースが内部発振器である場

合にログを記録します。

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 6   •• 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-freqsync)#
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-freqsync)#
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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保存し、
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。

次の作業

周波数の同期に参加する必要がある、すべてのインターフェイスの周波数の同期を設定します。
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関連トピック

インターフェイスの周波数の同期の設定, （6ページ）

インターフェイスの周波数の同期の設定

デフォルトでは、ラインインターフェイスの周波数の同期は実行されません。このタスクを使用

して、インターフェイスを周波数の同期に参加するように設定します。

はじめる前に

ルータの周波数の同期をグローバル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 type interface-path-id
3. frequency synchronization
4. selection input
5. priority priority-value
6. wait-to-restore minutes
7. ssm disable
8. time-of-day-priority priority
9. quality transmit {exact | highest | lowest} itu-t option ql-option
10. quality receive {exact | highest | lowest} itu-t option ql-option
11. 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   

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
GigabitEthernet0/1/1/0

ステッ

プ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスの周波数の同期をイネーブルにして、さま

ざまなオプションを設定するためのインターフェイス周波数

frequency synchronization

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

ステッ

プ 3   
の同期モードを開始します。デフォルトでは、これにより、

システムが選択した周波数信号がクロッキング送信に使用さ

れるようになりますが、入力としてのインターフェイスの使

用をイネーブルにはしません。

（任意）選択アルゴリズムに渡すタイミングソースとして

インターフェイスを指定します。

selection input

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
selection input

ステッ

プ 4   

（任意）コントローラまたはインターフェイスの周波数の

ソースのプライオリティを設定します。値は、1（最高プラ
priority priority-value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
priority 100

ステッ

プ 5   
イオリティ）から254（最低プライオリティ）の範囲で設定
できます。デフォルト値は 100です。

このコマンドは、インターフェイスまたはクロックインター

フェイスのプライオリティを設定するために使用されます。

プライオリティは、クロック選択アルゴリズムで同じ品質レ

ベル（QL）がある 2つのソース間から選択するために使用
されます。より低いプライオリティ値が推奨されます。

（任意）インターフェイスの周波数の同期の wait-to-restore
時間を分単位で設定します。これは、インターフェイスが

wait-to-restore minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
wait-to-restore 300

ステッ

プ 6   
起動された後から同期に使用されるまでの時間です。有効

値の範囲は、0～ 12です。デフォルト値は 5です。

（任意）インターフェイスの同期ステータスメッセージ

（SSM）をディセーブルにします。
ssm disable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
ssm disable

ステッ

プ 7   

• SyncEインターフェイスの場合、これにより ESMCパ
ケットの送信がディセーブルになり、受信した ESMC
パケットがすべて無視されます。

• SONETおよびクロックインターフェイスの場合、これ
により DNUが送信されるようになり、受信した QL値
がすべて無視されます。

（任意）時刻（ToD）のソースとしてのこの時刻源のプライ
オリティを指定します。プライオリティは、時刻選択ポイ

time-of-day-priority priority

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
time-of-day-priority 50

ステッ

プ 8   
ントのソース間から選択する際に、最初の基準として使用さ

れます。値は、1（最高プライオリティ）から 254（最低プ
ライオリティ）の範囲で設定できます。デフォルト値は100
です。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）SSMで送信される QLを調整します。quality transmit {exact | highest | lowest} itu-t
option ql-option

ステッ

プ 9   • exactql：送信される正確なQLを指定します。ただし、
DNUが送信される場合を除きます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clk-freqsync)#
quality transmit
highest itu-t option 1 prc

• highest ql：送信される QLの上限を指定します。選択
されたソースに、ここで指定したQLより高いQLがあ
る場合は、この QLが代わりに送信されます。

• lowest ql：送信されるQLの下限を指定します。選択さ
れたソースに、ここで指定したQLより低いQLがある
場合は、DNUが代わりに送信されます。

このコマンドで指定された品質オプションは、quality itu-t
optionコマンドのグローバルに設定された品質オプションと
一致する必要があります。

SSMをサポートしていないクロックインターフェ
イスでは、最も低い QLだけを指定できます。こ
の場合、DNUを送信する代わりに、出力はスケル
チされて、信号は送信されません。

（注）

（任意）選択アルゴリズムで使用される前に、SSMで受信
した QL値を調整します。

quality receive {exact | highest | lowest} itu-t
option ql-option

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clk-freqsync)#
quality receive
highest itu-t option 1 prc

ステッ

プ 10   

• exact ql：受信した値に関係なく、正確な QLを指定し
ます。ただし、受信した値がDNUの場合を除きます。

• highest ql：受信した QLの上限を指定します。受信し
た値がこの指定された QLよりも大きい場合、この QL
が代わりに使用されます。

• lowest ql：受信したQLの下限を指定します。受信した
値がこの指定された QLよりも小さい場合、DNUが代
わりに使用されます。

このコマンドで指定された品質オプションは、quality itu-t
optionコマンドのグローバルに設定された品質オプションと
一致する必要があります。

SSMをサポートしていないクロックインターフェ
イスでは、正確な QLだけを指定できます。

（注）

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 11   
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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-if-freqsync)#
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-if-freqsync)#
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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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

ルータの周波数の同期のイネーブル化, （3ページ）

クロックインターフェイスの周波数の同期の設定

周波数の入力または出力として使用するクロックインターフェイスをイネーブルにするには、こ

のタスクで説明するように、ポートパラメータおよび周波数の同期を設定する必要があります。

クロックインターフェイスの設定は、すべての RSPの対応するクロックインターフェイスで
同じである必要があります。これは、RSPスイッチオーバーの際に周波数の同期の動作が変更
されることを防ぐためです。

（注）

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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手順の概要

1. configure
2. clock-interface sync port-no location node-id
3. port-parameters {bits-input mode | bits-output mode | dti}
4. frequency synchronization
5. selection input
6. priority priority-value
7. wait-to-restore minutes
8. ssm disable
9. time-of-day-priority priority
10. quality transmit {exact | highest | lowest} itu-t option ql-option
11. quality receive {exact | highest | lowest} itu-t option ql-option
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   

クロック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、クロックインターフェイスを設定します。

clock-interface sync port-no location node-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
clock-interface sync 2 location 0/2/0

ステッ

プ 2   

クロックインターフェイスの外部クロックソースのタイプ

を指定します。オプションは、BITS RX、BITS TXまたは
port-parameters {bits-input mode | bits-output
mode | dti}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clock-if)#
port-parameters dti

ステッ

プ 3   
DTIです。BITSインターフェイスで可能なmode値は、2m、
6m-output-only、e1または t1です。

周波数の同期パラメータを設定するための、クロックイン

ターフェイス周波数の同期モードを開始します。

frequency synchronization

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clock-if)#
frequency synchronization
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clk-freqsync)#

ステッ

プ 4   

このタスクの残りの手順は、インターフェイス周

波数の同期の設定に使用するコマンドと同じです。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

（任意）選択アルゴリズムに渡すタイミングソースとして

インターフェイスを指定します。

selection input

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
selection input

ステッ

プ 5   

（任意）コントローラまたはインターフェイスの周波数の

ソースのプライオリティを設定します。値は、1（最高プラ
priority priority-value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
priority 100

ステッ

プ 6   
イオリティ）から254（最低プライオリティ）の範囲で設定
できます。デフォルト値は 100です。

このコマンドは、インターフェイスまたはクロックインター

フェイスのプライオリティを設定するために使用されます。

プライオリティは、クロック選択アルゴリズムで同じ品質

レベル（QL）がある 2つのソース間から選択するために使
用されます。より低いプライオリティ値が推奨されます。

（任意）インターフェイスの周波数の同期の wait-to-restore
時間を分単位で設定します。これは、インターフェイスが

wait-to-restore minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
wait-to-restore 300

ステッ

プ 7   
起動された後から同期に使用されるまでの時間です。有効

値の範囲は、0～ 12です。デフォルト値は 5です。

（任意）インターフェイスの同期ステータスメッセージ

（SSM）をディセーブルにします。
ssm disable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
ssm disable

ステッ

プ 8   

• SyncEインターフェイスの場合、これにより ESMCパ
ケットの送信がディセーブルになり、受信した ESMC
パケットがすべて無視されます。

• SONETおよびクロックインターフェイスの場合、これ
によりDNUが送信されるようになり、受信したQL値
がすべて無視されます。

（任意）時刻（ToD）のソースとしてのこの時刻源のプライ
オリティを指定します。プライオリティは、時刻選択ポイ

time-of-day-priority priority

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-freqsync)#
time-of-day-priority 50

ステッ

プ 9   
ントのソース間から選択する際に、最初の基準として使用

されます。値は、1（最高プライオリティ）から 254（最低
プライオリティ）の範囲で設定できます。デフォルト値は

100です。

（任意）SSMで送信される QLを調整します。quality transmit {exact | highest | lowest} itu-t
option ql-option

ステッ

プ 10   • exactql：送信される正確なQLを指定します。ただし、
DNUが送信される場合を除きます。例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clk-freqsync)#
quality transmit
highest itu-t option 1 prc

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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目的コマンドまたはアクション

• highest ql：送信される QLの上限を指定します。選択
されたソースに、ここで指定したQLより高いQLがあ
る場合は、この QLが代わりに送信されます。

• lowestql：送信されるQLの下限を指定します。選択さ
れたソースに、ここで指定したQLより低いQLがある
場合は、DNUが代わりに送信されます。

このコマンドで指定された品質オプションは、quality itu-t
optionコマンドのグローバルに設定された品質オプションと
一致する必要があります。

SSMをサポートしていないクロックインターフェ
イスでは、最も低い QLだけを指定できます。こ
の場合、DNUを送信する代わりに、出力はスケル
チされて、信号は送信されません。

（注）

（任意）選択アルゴリズムで使用される前に、SSMで受信
した QL値を調整します。

quality receive {exact | highest | lowest} itu-t
option ql-option

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-clk-freqsync)#
quality receive
highest itu-t option 1 prc

ステッ

プ 11   

• exact ql：受信した値に関係なく、正確な QLを指定し
ます。ただし、受信した値がDNUの場合を除きます。

• highest ql：受信した QLの上限を指定します。受信し
た値がこの指定されたQLよりも大きい場合、このQL
が代わりに使用されます。

• lowestql：受信したQLの下限を指定します。受信した
値がこの指定された QLよりも小さい場合、DNUが代
わりに使用されます。

このコマンドで指定された品質オプションは、quality itu-t
optionコマンドのグローバルに設定された品質オプションと
一致する必要があります。

SSMをサポートしていないクロックインターフェ
イスでは、正確な QLだけを指定できます。

（注）

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-freqsync)#
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

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーション
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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-if-freqsync)#
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。

•設定変更を実行コンフィギュレーションファイルに保
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。

周波数の同期の設定の確認

周波数の同期の設定タスクが完了したら、このタスクを使用して設定エラーがないことを確認し

て、設定を確認します。

手順の概要

1. show frequency synchronization configuration-errors
2. show frequency synchronization interfaces brief
3. show frequency synchronization interfaces node-id
4. show processes fsyncmgr location node-id

手順の詳細

ステップ 1 show frequency synchronization configuration-errors

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frequency synchronization configuration-errors

Node 0/2/CPU0:
==============
interface GigabitEthernet0/2/0/0 frequency synchronization
* Frequency synchronization is enabled on this interface, but isn't enabled globally.

interface GigabitEthernet0/2/0/0 frequency synchronization quality transmit exact itu-t option
2 generation 1 PRS

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
ドリリース 4.3.x    

   OL-28385-01-J 13

周波数の同期の設定： Cisco ASR 9000 Series Router
周波数の同期の設定の確認



* The QL that is configured is from a different QL option set than is configured globally.

共有プレーン（グローバル）とローカルプレーン（インターフェイス）の設定間の不一致によるエラーを

表示します。表示されるエラーは 2種類あります。

•周波数の同期はインターフェイス（ラインインターフェイスまたはクロックインターフェイス）で
設定されているが、グローバルに設定されていない。ルータの周波数の同期のイネーブル化, （3
ページ）を参照してください。

•一部のインターフェイスに設定されている QLオプションが、グローバル QLオプションと一致しな
い。インターフェイス（ラインインターフェイスまたはクロックインターフェイス）では、QLオ
プションは、quality transmitおよび quality receiveコマンドを使用して指定します。指定された値
は、グローバル quality itu-t optionコマンドで設定された値と一致する必要があります。または、グ
ローバル quality itu-t optionコマンドが設定されていない場合は、デフォルト（オプション 1）と一
致する必要があります。

すべてのエラーを解決したら（コマンドの出力がなくなったら）、次のステップに進みます。

ステップ 2 show frequency synchronization interfaces brief

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# show frequency synchronization interfaces brief

Flags: > - Up D - Down S - Assigned for selection
d - SSM Disabled x - Peer timed out i - Init state

Fl Interface QLrcv QLuse Pri QLsnt Source
=== ======================== ===== ===== === ===== ========================
>Sx GigabitEthernet0/2/0/0 Fail Fail 100 DNU None
Dd GigabitEthernet0/2/0/1 n/a Fail 100 n/a None

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frequency synchronization clock-interfaces brief

Flags: > - Up D - Down S - Assigned for selection
d - SSM Disabled s - Output squelched L - Looped back

Node 0/0/CPU0:
==============
Fl Clock Interface QLrcv QLuse Pri QLsnd Source
===== =================== ====== ====== === ====== ========================
>S Sync0 PRC Fail 100 SSU-B Internal0 [0/0/CPU0]
> Sync1 SSU-A Fail 100 SSU-B Internal0 [0/0/CPU0]
>S Internal0 n/a SSU-B 255 n/a None

Node 0/1/CPU0:
==============
Fl Clock Interface QLrcv QLuse Pri QLsnd Source
===== =================== ====== ====== === ====== ========================
D Sync0 None Fail 100 SSU-B Internal0 [0/1/CPU0]
D Sync1 None Fail 100 SSU-B Internal0 [0/1/CPU0]
>S Internal0 n/a SSU-B 255 n/a None

設定を確認します。次の点に注意してください。

•周波数の同期が設定されたすべてのラインインターフェイスが表示されます。

•すべてのクロックインターフェイスと内部発振器が表示されます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーション
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•入力候補として挙げられたソース（つまり、selection inputが設定されている）には、フラグの列に
「S」があります。入力候補として挙げられなかったソースには「S」は表示されません。

内部発振器は入力として常に適格で

す。

（注）

•「>」または「D」が、フラグのフィールドに適宜表示されます。

正しくない項目がある場合は、次の手順に進みます。

ステップ 3 show frequency synchronization interfaces node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frequency synchronization interfaces GigabitEthernet0/2/0/2

Interface GigabitEthernet0/2/0/2 (shutdown)
Assigned as input for selection
SSM Enabled
Input:
Down
Last received QL: Failed
Effective QL: Failed, Priority: 100

Output:
Selected source: Sync0 [0/0/CPU0]
Selected source QL: Opt-I/PRC
Effective QL: Opt-I/PRC

Next selection points: LC_INGRESS

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frequency synchronization clock-interfaces location 0/1/CPU0

Node 0/1/CPU0:
==============
Clock interface Sync0 (Down: mode not configured)
SSM supported and enabled
Input:
Down
Last received QL: Opt-I/PRC
Effective QL: Failed, Priority: 100

Output:
Selected source: Internal0 [0/1/CPU0]
Selected source QL: Opt-I/SSU-B
Effective QL: Opt-I/SSU-B

Next selection points: RP_SYSTEM

Clock interface Sync1 (Down: mode not configured)
SSM supported and enabled
Input:
Down
Last received QL: Opt-I/PRC
Effective QL: Failed, Priority: 100

Output:
Selected source: Internal0 [0/1/CPU0]
Selected source QL: Opt-I/SSU-B
Effective QL: Opt-I/SSU-B

Next selection points: RP_SYSTEM

Clock interface Internal0 (Up)
Assigned as input for selection
Input:
Default QL: Opt-I/SSU-B
Effective QL: Opt-I/SSU-B, Priority: 255

Next selection points: RP_SYSTEM RP_CLOCK_INTF

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステム管理コンフィギュレーションガイ
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個々のインターフェイス内での問題を調査します。クロックインターフェイスがダウンしている場合は、

理由が表示されます。これは、クロックインターフェイスに不足または競合しているプラットフォーム

設定があることが原因の可能性があります。

ステップ 4 show processes fsyncmgr location node-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show processes fsyncmgr location 0/0/CPU0

Job Id: 134
PID: 30202

Executable path: /pkg/bin/fsyncmgr
Instance #: 1
Version ID: 00.00.0000

Respawn: ON
Respawn count: 1

Max. spawns per minute: 12
Last started: Mon Mar 9 16:30:43 2009
Process state: Run
Package state: Normal

Started on config: cfg/gl/freqsync/g/a/enable
core: MAINMEM

Max. core: 0
Placement: None

startup_path: /pkg/startup/fsyncmgr.startup
Ready: 0.133s

Process cpu time: 1730768.741 user, -133848.-361 kernel, 1596920.380 total
--------------------------------------------------------------------------------

fsyncmgrプロセスが適切なノードで実行されていることを確認します。
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