
Cisco ASR 9000 シリーズルータへの IS-IS の
実装

Integrated Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）、インターネットプロトコルバー
ジョン 4（IPv4）は、標準ベースの内部ゲートウェイプロトコル（IGP）です。 Cisco IOS XRソ
フトウェアは、国際標準化機構（ISO）/International Engineering Consortium（IEC）10589および
RFC 1995に記載されている IPルーティング機能を実装し、IPバージョン 6（IPv6）向けに標準
拡張のシングルトポロジおよびマルチトポロジ IS-ISを追加しています。

このモジュールでは、Cisco IOS XRネットワークに IS-IS（IPv4および IPv6）を実装する方法に
ついて説明します。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータに IS-IS（IPv4
および IPv6）を実装する方法について説明します。

Cisco IOS XRソフトウェアの IS-ISについての詳細情報、およびこのモジュールに記載されて
いる IS-ISコマンドの詳細説明については、このモジュールの関連資料, （74ページ）の項を
参照してください。設定タスクの実行中に現れる他のコマンドのマニュアルを見つけるには、

オンラインで『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Commands Master List』を検索
してください。

（注）

IS-IS の実装の機能履歴

変更内容リリース

この機能が導入されました。リリース 3.7.2

IPv6のサポートが追加されました。リリース 3.9.0
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変更内容リリース

次の機能に対するサポートが追加されました。

•プレフィックスごとの IP高速再ルーティングの計
算。

•リンクごとの IP高速再ルーティングの計算。

リリース 4.0.1

• IS-ISの実装の前提条件, 2 ページ

• IS-ISの実装の制約事項, 2 ページ

• IS-ISの実装に関する情報 , 2 ページ

• IS-ISの実装方法, 16 ページ

• IS-ISの実装の設定例 , 72 ページ

• 次の作業, 74 ページ

• その他の関連資料, 74 ページ

IS-IS の実装の前提条件
適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している必要
があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれます。
ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA管理者に連
絡してください。

IS-IS の実装の制約事項
IS-ISの複数のインスタンスが実行されている場合、インターフェイスは 1インスタンス（プロセ
ス）だけに関連付けることができます。インスタンスは、インターフェイスを共有できません。

IS-IS の実装に関する情報
IS-ISを実装するには、次の概念について理解する必要があります。

IS-IS 機能の概要
小規模の IS-ISネットワークは、一般的にネットワーク内にすべてのルータが含まれる単一のエリ
アとして構築されます。ネットワークの規模が大きくなるにしたがって、このネットワークは、
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すべてのエリアに属する、接続されたすべてのレベル2ルータのセットから構成されるバックボー
ンエリア内に再編成され、その後、このネットワークはローカルエリアに接続されます。ロー

カルエリア内部では、すべてのルータがすべてのシステム IDに到達する方法を認識しています。
エリア間では、ルータはバックボーンへの到達方法を認識しており、バックボーンルータは他の

エリアに到達する方法を認識しています。

IS-ISルーティングプロトコルは、バックボーンのレベル 2とレベル 1エリアの構成、および必要
とされるエリア間のルーティング情報の移動をサポートします。ルータはレベル 1隣接を確立し
て、ローカルエリア内でルーティングを実行します（エリア内ルーティング）。ルータはレベル

2隣接を確立して、レベル 1エリア間でルーティングを実行します（エリア間ルーティング）。

Cisco IOS XRソフトウェアソフトウェアでは、IS-ISインスタンスはレベル 1またはレベル 2のエ
リアを 1つだけサポートするか、またはそれぞれのエリアを 1つずつサポートします。デフォル
トでは、すべての IS-ISインスタンスが自動的にレベル 1およびレベル 2ルーティングをサポート
します。特定のルーティングインスタンスによって実行されるルーティングのレベルを変更する

には、is-typeコマンドを使用します。

Cisco IOS XRの IS-IS 実装でサポートされる主要機能
Cisco IOS XRによる IS-ISの実装は、RFC 1195に記載されている IS-IS Version 2仕様と、Internet
Engineering Task Force（IETF）IS-ISワーキンググループの draft-ietf-isis-ipv6.txtドキュメントに記
載されている IPv6 IS-IS機能に準拠しています。

次に、Cisco IOS XR実装でサポートされている主要機能について説明します。

•シングルトポロジ IPv6

•マルチトポロジ

•ノンストップフォワーディング（NSF）（シスコ独自の NSFおよび IETF NSFの両方）

•スリーウェイハンドシェイク

•メッシュグループ

•複数の IS-ISインスタンス

• 2つのネットワーキングデバイスをポイントツーポイントリンクとして接続するブロード
キャストメディアの設定機能

•フラッディングおよびShortest PathFirst（SPF）を処理する異なるスレッドのある高速フラッ
ディング。

双方向フォワーディング検出（BFD）における IS-ISのサポートの詳細については、
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface and Hardware Component Configuration
Guide』および『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Interface andHardware Component
Command Reference』を参照してください。

（注）
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IS-IS 設定のグループ化
Cisco IOS XRでは、IS-ISに関連付けられているインターフェイスの設定部分も含めて、ルータの
IS-ISコンフィギュレーションモード内のすべての IS-IS設定がグループ化されます。 IS-IS設定
の全体を表示するには、show running router isisコマンドを使用します。このコマンドの出力で
は、構成済みのすべての IS-ISインスタンスに関する実行コンフィギュレーションが表示され、イ
ンターフェイスの割り当てとインターフェイスの属性が含まれています。

IS-IS コンフィギュレーションモード
ここでは各コンフィギュレーションモードの開始方法について説明します。モードから ? コマ
ンドを入力すると、そのモードで使用できるコマンドが表示されます。

ルータコンフィギュレーションモード

次に、ルータコンフィギュレーションモードを開始する例を示します。

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

ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、ルータ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する例を示します。

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

ipv4 u
nicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#

インターフェイスコンフィギュレーションモード

次に、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する例を示します。

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

/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
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インターフェイスアドレスファミリコンフィギュレーションモード

次に、インターフェイス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する例を示し

ます。

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

GigabitEthernet 0 /3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# address-family ipv4 unicast
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#

IS-IS のインターフェイス
IS-ISのインターフェイスは次のタイプのいずれかとして設定できます。

•アクティブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズし、隣接関係を形成します。これは
デフォルトのインターフェイスです。

•パッシブ：接続されたプレフィックスをアドバタイズしますが、隣接関係は形成しません。
インターフェイスをパッシブに設定するには、passiveコマンドを使用します。パッシブな
インターフェイスは、IS-ISドメインへの挿入が必要なループバックアドレスのような、重
要なプレフィックスのために控えめに使用します。多くの接続されたプレフィックスをアド

バタイズする必要がある場合には、適切なポリシーを備えた接続ルートの再配布を代わりに

使用します。

•抑制：接続されたプレフィックスをアドバタイズせず、隣接関係を形成します。インター
フェイスを抑制に設定するには、suppressコマンドを使用します。

•シャットダウン：接続されたプレフィックスをアドバタイズせず、隣接関係も形成しませ
ん。 IS-ISの設定を削除せずにインターフェイスをディセーブルにするには、shutdownコマ
ンドを使用します。

マルチトポロジ設定

Cisco IOS XRソフトウェア IPv6アドレスファミリコンフィギュレーションモードで明示的にシ
ングルトポロジが設定されていないかぎり IPv6の IS-ISでマルチトポロジがサポートされます。

IS-ISでは IPルーティングがサポートされます。Open Systems Interconnection（OSI）のコネク
ションレス型ネットワークサービス（CLNS）ルーティングはサポートされません。

（注）
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IPv6 ルーティングおよび IPv6 アドレッシングの設定
デフォルトでは Cisco IOS XRソフトウェアの IPv6ルーティングはディセーブルです。 IPv6ルー
ティングをイネーブルにするには、ipv6 enableまたは ipv6 addressコマンドを使用して、ルータ
の個々のインターフェイスに IPv6アドレスを割り当てる必要があります。 『CiscoASR9000 Series
Aggregation Services Router IP Addresses and Services Command Reference』の「Network Stack IPv4 and
IPv6 Commands on Cisco ASR 9000 Series Router」モジュールを参照してください。

LSP フラッディングの制限
リンクステートパケット（LSP）を制限すると、特定の「メッシュの」ネットワークトポロジで
有効な場合があります。このようなネットワークの例は、非ブロードキャストマルチアクセス

（NBMA）トランスポート上の完全メッシュ化されたポイントツーポイントリンクのセットなど
の冗長性の高いネットワークです。このようなネットワークでは、完全なLSPフラッディングに
より、ネットワークのスケーラビリティを制限できます。フラッディングのドメインのサイズを

制限する 1つの方法は、複数のレベル 1エリアと 1つのレベル 2エリアを使用することにより、
階層を導入することです。ただし、階層の代わりに他の 2つの技法を使用することもできます。
特定のインターフェイス上でフラッディングをブロックし、メッシュグループを設定します。

両方の技法は、LSPフラッディングを何らかの方法で制限することで動作します。直接的な結果
として、ネットワークのスケーラビリティが改善される一方で、ネットワークの（障害時の）信

頼性が低下します。ブロッキングやメッシュグループによって使用が制限されていない場合、フ

ラッディングが可能なリンクが存在しても、一連の障害によって LSPをネットワーク全体にフ
ラッディングできないことがあるからです。このような場合、ネットワーク内の異なるルータの

リンクステートデータベースを、同期できないことがあります。永続的な転送ループのような

問題が結果として発生する可能性があります。したがって、ブロッキングやメッシュグループは

どうしても必要な場合にかぎり、慎重にネットワークを設計したうえで使用することを推奨しま

す。

特定のインターフェイスでのフラッディングのブロック

この手法では、特定のインターフェイスで LSPフラッディングの使用がブロックされますが、残
りのインターフェイスではフラッディングに関して通常どおり動作します。この手法は理解しや

すく設定も容易ですが、長期的にはメッシュグループに比べて維持が難しく、エラーが起こりや

すくなります。 IS-ISで使用するフラッディングトポロジは、制限するのではなく詳細に調整し
ます。トポロジの制限が多すぎると（多くのインターフェイスをブロックしすぎると）障害時に

ネットワークの信頼性が失われます。トポロジの制限が少なすぎると（ブロックするインター

フェイスが少なすぎると）望ましいスケーラビリティが達成できなくなります。

ブロックされていないすべてのインターフェイスでドロップする場合にネットワークの堅牢性を

高めるには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで csnp-intervalコマンドを使用し
て、ブロックされているポイントツーポイントリンクで定期的に Complete Sequence Number PDU
（CSNP）パケットが使用されるようにします。定期的な CSNPによって、ネットワークの同期
が可能になります。
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メッシュグループの設定

メッシュグループ（ルータのインターフェイスのセット）を設定すると、フラッディングを制限

できます。特定のメッシュグループに属するインターフェイスを介して到達可能なすべてのルー

タには、他のすべてのルータと少なくとも 1つのリンクがあり、各ルータと緊密に接続されてい
ると見なされます。多数のリンクで障害が発生しても、ネットワークから 1つまたは複数のルー
タが切り離されることはありません。

通常のフラッディングでは、新しい LSPが 1つのインターフェイスで受信されると、そのルータ
の他のすべてのインターフェイスでフラッディングされます。メッシュグループでは、メッシュ

グループに属する 1つのインターフェイスで新しい LSPが受信されると、新しい LSPは、その
メッシュグループに属する他のインターフェイスではフラッディングされません。

最大 LSP ライフタイムおよび更新間隔
デフォルトでは、ルータは定期的な LSP更新を 15分ごとに送信します。 LSPはデフォルトで 20
分間、データベースに残ります。そのときまでにリフレッシュされない場合、削除されます。

LSP更新間隔、または最大 LSPライフタイムを変更できます。 LSP間隔は、LSPライフタイムよ
り短くする必要があります。そうしないと、リフレッシュ前にLSPがタイムアウトします。設定
された更新間隔がない場合、LSPのタイムアウトを防止するために、必要により LSP更新間隔が
ソフトウェアによって調整されます。

Single-Topology IPv6 サポート
Cisco IOS XRソフトウェアソフトウェアの single-topology IPv6サポートにより、インターフェイ
ス上で IPv4ネットワークプロトコルに加えて IPv6用の IS-ISを設定できます。すべてのインター
フェイスは同一のネットワークプロトコルセットで構成されている必要があります。また、IS-IS
エリア（レベル 1ルーティング用）またはドメイン（レベル 2ルーティング用）のすべてのルー
タは、すべてのインターフェイスで同一のネットワーク層プロトコルセットをサポートする必要

があります。

single-topologyモードでは、IPv6トポロジは IPv4ユニキャストトポロジのナロー、ワイドメト
リックスタイルの両方で機能します。 single-topologyでの動作中は、レベルごとに 1つの Shortest
Path First（SPF）の計算が IPv4ルートと IPv6ルートの両方の計算に使用されます。 IPv4 IS-ISと
IPv6 IS-ISのルーティングプロトコルが共通のリンクトポロジを共有するため、単一の SPFの使
用が可能です。

マルチトポロジ IPv6 サポート
IS-ISのCisco IOS XRソフトウェアでのマルチトポロジ IPv6のサポートにより、IS-ISスタンザ内
の IPv6および IPv4の両方に設定されたインターフェイスを検出するとすぐにマルチトポロジサ
ポートが必要であると判断します。
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マルチトポロジがソフトウェアのデフォルトの動作であるため、明示的に single-topologyの IPv6
をイネーブルにし、IPv4と同じトポロジを使用するように、IPv6を設定する必要があります。
IS-ISルータスタンザの IPv6ルータアドレスファミリコンフィギュレーションサブモード内で
single-topologyコマンドを設定します。

IS-IS 認証
隣接関係の確立を制限するために、hello-passwordコマンドを使用して認証ができます。また、
LSPの交換を制限するために、lsp-passwordコマンドを使用して認証ができます。

IS-ISはプレーンテキスト認証をサポートしますが、この認証は、無許可のユーザに対するセキュ
リティを提供しません。プレーンテキスト認証ではパスワードが設定でき、無許可のネットワー

キングデバイスがルータと隣接関係を形成することを防ぐことができます。このパスワードはプ

レーンテキストで交換されるため、IS-ISパケットを表示できるエージェントによって参照される
可能性があります。

HMAC-MD5パスワードが設定されている場合、パスワードはネットワークを介して送信されず、
代わりに交換データの完全性を確認するための暗号化チェックサムを計算するために使用されま

す。

IS-ISでは、設定されたパスワードを単純な暗号を使用して保存します。ただし、プレーンテキ
スト形式のパスワードが、LSP、Sequence Number Protocol（SNP）、helloパケットで使用され、
IS-ISパケットを表示するプロセスによって参照される可能性があります。パスワードはプレーン
テキスト（クリアテキスト）形式または暗号化形式で入力できます。

ドメインパスワードを設定するには、レベル 2で lsp-passwordコマンドを設定します。エリアパ
スワードを設定するには、レベル 1で lsp-passwordコマンドを設定します。

キーチェーン機能によって、IS-ISで設定済みのキーチェーンを参照できます。 IS-ISキーチェー
ンは、helloおよび LSPのキーチェーン認証をイネーブルにします。キーチェーンは、IS-IS内の
ルータレベル（lsp-passwordコマンドの場合）およびインターフェイスレベル（hello-password
コマンドの場合）で設定できます。これらのコマンドでは、グローバルキーチェーン設定を参照

して、設定されているキーチェーンのグローバルセットからセキュリティパラメータを取得する

ように IS-ISプロトコルに指示します。

IS-ISはこのキーチェーンを使用して、認証のヒットレスキーロールオーバーを実装できます。
ヒットレスキーロールオーバーの仕様は時間に基づいているため、ピア間で時計のずれがあると

ロールオーバーのプロセスに影響します。許容値の指定を設定できるため、承認時間枠をその分

だけ（前後に）拡張できます。この承認時間枠により、アプリケーション（ルーティングプロト

コルおよび管理プロトコルなど）のヒットレスキーロールオーバーが容易になります。

キーチェーン管理の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System
Security Guide』を参照してください。
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ノンストップフォワーディング

Cisco IOSXRソフトウェアでは、NSFによりルートプロセッサ（RP）フェールオーバー後にユー
ザがネットワークを使用できない時間が最小限になります。NSFの主な目的は、IPパケットを転
送し続け、RPフェールオーバーに続くグレースフルリスタートを実行することです。

ルータが再起動すると、そのデバイスのすべてのルーティングピアは、デバイスがダウンし、そ

の後再びアップになったことを検知します。このような移行によって、いわゆるルーティングフ

ラップが発生します。ルーティングフラップは、複数のルーティングドメインに広がる場合があ

ります。ルーティングの再起動によって発生したルーティングフラップによって、ルーティング

が不安定になります。これはネットワーク全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。 NSF
は、NSF対応のデバイスにおけるルーティングフラップを抑止することによって、ネットワーク
の安定性を保ちます。

NSFでは、RPフェールオーバー後にルーティングプロトコル情報を復元する一方で、データパ
ケットの転送を既知のルートで継続できます。NSF機能が設定されると、ピアネットワーキング
デバイスではルーティングフラップが発生しません。データトラフィックはインテリジェント

ラインカードを介して転送されますが、スタンバイ RPでは、フェールオーバー中は障害が発生
したアクティブな RPからの制御と見なされます。フェールオーバー中にラインカードのアップ
状態が維持され、アクティブ RPの転送情報ベース（FIB）が最新状態に維持される機能が、NSF
の動作にとって非常に重要です。

IS-ISルーティングを実行している Cisco IOS XRルータが RPフェールオーバーを行うときは、リ
ンクステートデータベースを IS-ISネイバーと再同期するために、2つのタスクをルータが実行す
る必要があります。まず、ネイバー関係をリセットせずに、ネットワーク上の使用可能な IS-IS
ネイバーを再学習します。次に、ルータはネットワークのリンクステートデータベースのコンテ

ンツを再取得します。

NSFを設定する場合、IS-IS NSF機能には次の 2つのオプションがあります。

• IETF NSF

• Cisco NSF

ネットワークセグメント上の隣接ルータがNSF対応の場合、つまり隣接ルータが、ルータの再起
動可能性についての IETFインターネットドラフトをサポートするソフトウェアバージョンを実
行している場合、それらのルータは、再起動する IETF NSFルータをサポートします。 IETF NSF
を使用する場合、隣接ルータは、フェールオーバー後のルーティング情報を再構築するための隣

接情報およびリンクステート情報を提供します。

Cisco IOS XRソフトウェアでは、Cisco NSFが再起動からの回復に必要なすべての状態をチェッ
クポイントで（永続的に）保存し、隣接ルータからの特別な協力を必要としません。状態は隣接

ルータによって回復されますが、IS-ISルーティングプロトコルの標準機能のみを使用します。
この機能により Cisco NSFは、他のルータが IETF標準の NSF実装を使用していないネットワー
クでの使用に適しています。
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IETF NSFを Cisco IOS XRルータで設定し、隣接ルータが IETF NSFをサポートしていない場
合には、隣接はフラップの影響を受けますが、IETFNSFをサポートしているすべてのネイバー
ではノンストップフォワーディングが維持されます。 IETFNSFをサポートするネイバーがな
い場合は、再起動はコールドスタートになります。

（注）

マルチインスタンス IS-IS
最大 5つの IS-ISインスタンスを構成できます。 IS-ISプロセスが異なるインターフェイスセット
上で実行されている場合には、複数の IS-ISプロセス上でMPLSを実行できます。各インターフェ
イスは 1つの IS-ISインスタンスとだけ関連付けられます。 Cisco IOS XRソフトウェア設定時に
は 2つのインスタンスによるインターフェイスの二重登録を防止するため、2つのMPLSのイン
スタンスを設定するとエラーになります。

ルーティング情報ベース（RIB）では、各 IS-ISインスタンスは同じルーティングクライアントと
して扱われるため、IS-ISインスタンス間でルートを再配布するときには注意が必要です。RIBで
はレベル 1ルートがレベル 2ルートよりも優先されることが認識されません。このためレベル 1
とレベル 2のインスタンスを実行する場合には、2つのインスタンスに異なるアドミニストレー
ティブディスタンスを設定して強制的に優先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機能を使用すると、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、そのうえ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。

IS-ISでは、MPLS TEはリソース予約プロトコル（RSVP）を使用して自動的にバックボーン全体
にMPLS TEラベルスイッチドパスを確立して維持します。ラベルスイッチドパスが使用する
ルートは、ラベルスイッチドパスの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

て決定されます。利用可能なリソースは、IS-ISの特別な IS-IS TLV拡張を使用してフラッディン
グされます。ラベルスイッチドパスは明示的なルートであり、トラフィックエンジニアリング

（TE）トンネルとして参照されます。

ルータの過負荷ビット

過負荷ビットはステート情報の固有ビットであり、ルータの LSPに含まれます。ルータにこの
ビットが設定されると、このルータがトラフィックの中継に利用できないことがエリア内のルー

タに通知されます。この機能は次の 4つの状況で役立ちます。

1 深刻だが致命的ではないエラーの発生中（メモリ不足など）。
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2 プロセスの起動中および再起動中。ルーティングプロトコルが収束するまで過負荷ビットを

設定できます。ただし通常の NSF再起動またはフェールオーバーの最中は使用しません。使
用するとルーティングフラップの原因になります。

3 新しいルータの試験的な導入の最中。導入が検証されるまで過負荷ビットを設定できます。検

証後ビットを消去します。

4 ルータのシャットダウン中。ルータのサービスを停止する前に、トポロジからルータを削除す

るために過負荷ビットを設定できます。

マルチトポロジ動作中の過負荷ビット設定

過負荷ビットは、シングルトポロジの転送に適用されるため、マルチトポロジ操作中に IPv4およ
び IPv6に別々に設定およびクリアされる場合があります。このため、過負荷は、ルータアドレ
スファミリコンフィギュレーションモードで設定されます。 IPv4過負荷ビットが設定されると、
エリア内のすべてのルータは、IPv4の中継トラフィックにこのルータを使用しません。ただし、
引き続き IPv6の中継トラフィックにはこのルータを使用できます。

IS-IS 過負荷ビット無効化
IS-IS過負荷ビット無効化機能により、ネットワーク管理者は、ラベルスイッチドパス（LSP）内
のルータに Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）の過負荷ビットが設定されていると
きにパスがディセーブルになることを防止できます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能がアクティブ化されると、過負荷ビットが設定されているすべての
ノード（先頭ノード、中間ノード、終端ノードを含む）は無視されます。つまり、それらはラベ

ルスイッチドパス（LSP）で使用できます。

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、ノードがパス計算（PCALC）に含まれていない場合には、
過負荷ビットが設定されたノードのデフォルトの動作を変更しません。

（注）

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のコマンドでアクティブ化されます。

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形式で非アクティブ化されます。

no mpls traffic-eng path-selection ignore overload

IS-IS過負荷ビット無効化機能が非アクティブ化されると、過負荷ビットが設定されたノードは最
終手段のノードとして使用されません。

デフォルトルート

デフォルトルートを IS-ISルーティングドメインに強制することができます。 IS-ISルーティン
グドメインへのルートの再配布を明確に設定しても、デフォルトではCisco IOSXRソフトウェア
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が IS-ISルーティングドメインにデフォルトルートを再配布することはありません。
default-information originateコマンドを使用すると、IS-ISにデフォルトルートが生成され、ルー
トポリシーで制御できます。ルートポリシーを使用してデフォルトルートが通知されるレベル

を決定できます。また、ルートポリシーによって設定できる他のフィルタリングオプションを指

定できます。ルートポリシーを使用することにより、ルータのルーティングテーブル内での他

のルートの存在に応じて、デフォルトルートを条件付きでアドバタイズできます。

IS-IS インスタンスの attached ビット
attachedビットは is-typeコマンドと level-1-2キーワードでルータに設定します。 attachedビット
はルータが他のエリアに接続されていることを示します（通常はバックボーン経由）。この機能

は、ルータがバックボーンへのデフォルトルートとして領域のレベル 1ルータから使用できるこ
とを意味します。 attachedビットは通常、ルータが他のエリアを検出時にレベル 2の SPFルート
を計算する間に自動的に設定されます。このビットはルータがバックボーンから切断されると自

動的に消去されます。

レベル 2インスタンスの接続が失われた場合、レベル 1インスタンスの LSP内の attachedビッ
トによってレベル2インスタンスへのトラフィックの送信が続けられ、トラフィックのドロッ
プを発生させます。

（注）

level-1-2キーワードの機能を表すために複数のプロセスを使用するときにこの動作をシミュレー
トするには、レベル 1プロセスの attachedビットを手動で設定します。

ルートタグの IS-IS サポート
ルートタグの IS-ISサポート機能によって、IS-ISルートプレフィックスとタグを関連付けてアド
バタイズする機能が提供されます。また、この機能により、RIB内のルートプレフィックスのイ
ンストール順序のプライオリティ付けを、ルートのタグに基づいて行うことができます。ルート

タグはまた、ルートポリシーでルートプレフィックスの照合に使用される可能性があります（た

とえば、再配布に特定のルートプレフィックスを選択する場合）。

multicast-intact 機能
multicast-intact機能を使用すると、IGPショートカットがルータに設定されアクティブな場合に、
マルチキャストルーティング（PIM）を実行できます。OSPFv2および IS-ISの両方でmulticast-intact
機能がサポートされています。 Cisco IOS XRソフトウェアでは、IS-ISまたは OSPFルータコマ
ンドのmpls traffic-eng multicast-intactを使用することでMPLS TEと IPマルチキャストの共存が
サポートされます。

IGPの multicast-intactは、マルチキャストルーティングプロトコル（PIM）と IGPショートカッ
トがルータで設定されている場合にイネーブルにできます。 IGPショートカットは IGPに公開さ
れるMPLSトンネルです。 IGPは、このトンネルを通じてトンネルの出力ルータ（SPFから見て）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
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のダウンストリームにある宛先に IPトラフィックをルーティングします。リバースパス転送
（RPF）は単一方向トンネルを超えて動作しないため、PIMでは PIM Joinの伝播に IGPショート
カットを使用できません。

IGPで multicast-intactをイネーブルにすると、IGPは PIMで使用する等コストのネクストホップ
からなる並列または代替のセットを発行します。これらのネクストホップは mcast-intactネクス
トホップと呼ばれます。 mcast-intactネクストホップは次の属性を持ちます。

• IGPのショートカットが含まれていないことが保証されます。

•ユニキャストルーティングには使用されませんが、PIMによってのみ PIM送信元への IPv4
ネクストホップの検索に使用されます。

• FIBには公開されません。

• IGPで multicast-intactがイネーブルのときには、リンクステートアドバタイズメントを通し
て学んだすべての IPv4の宛先が、等コストの mcast-intactネクストホップのセットと共に
RIBに発行されます。この属性はネイティブのネクストホップに IGPショートカットがな
い場合にも適用されます。

• IS-ISでは、ネイティブと mcast-intactの両方のネクストホップ数を合計して、最大パス制限
が適用されます（OSPFv2ではこの動作は多少異なります）。

IS-IS を使用したマルチキャストトポロジサポート
マルチキャストトポロジのサポートにより、IPv4または IPv6ルーティングで IS-ISマルチキャス
トトポロジの設定が可能になります。 IS-ISは、マルチキャスト用の別個のトポロジを維持し、
マルチキャストトポロジ上です別個の Shortest Path First（SPF）を実行します。 IS-ISマルチキャ
ストは、対応するアドレスファミリのRIBのマルチキャストユニキャストルーティング情報ベー
ス（muRIB）テーブルに、IS-ISマルチキャストトポロジからルートを挿入します。PIMがmuRIB
を使用するため、PIMはユニキャストトポロジからのルートではなく、マルチキャストトポロジ
からのルートを使用します。

MPLS ラベル配布プロトコル IGP 同期
マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェ
イプロトコル（IGP）同期では、IGPパスをスイッチングが使用される前に LDPのラベル交換を
完了させることができます。次の 2つの状況ではMPLSのトラフィック損失が発生する可能性が
あります。

• IGP隣接が確立されると、LDPがそのリンクピアとラベルを交換する前に、ルータが新しい
隣接を使用してパケットの転送を開始します。

• LDPセッションが閉じられるときに、確立したLDPセッションの代替パスを使用せずにLDP
ピアと関連付けられたリンクを使用してルータがトラフィックの転送を続ける。
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この機能は、LDPと IS-ISを同期させるメカニズムを提供し、MPLSのパケット損失を最小化しま
す。この同期は、LDPセッションの状態に基づいてネイバーの IS-ISリンクステートパケット
（LSP）のリンクメトリックを変更することで実現されます。

リンク上で IS-ISの隣接関係は確立されているが、LDPセッションが失われているかまたは LDP
がラベルの交換をまだ完了していないときには、IS-ISは最大のメトリックをそのリンクでアドバ
タイズします。このインスタンスでは、LDP IS-IS同期はまだ実現されていません。

IS-ISでは、最大のメトリック（0xFFFFFF）を持つリンクは Shortest Path First（SPF）として考
慮されません。このため最大のメトリックである -1（0XFFFFFE）がMPLS LDP IGP同期で使
用されます。

（注）

LDP IS-IS同期が達成されると、IS-ISは通常の（設定されたまたはデフォルトの）メトリックを
そのリンクでアドバタイズします。

LDP グレースフルリスタートとの MPLS LDP-IGP 同期の互換性
LDPグレースフルリスタートは、LDPセッションが失われた場合にトラフィックを保護します。
グレースフルリスタートがイネーブルであるLDPセッションに障害が発生した場合でも、グレー
スフルリスタートで保護されている間、インターフェイス上でMPLS LDP IS-IS同期が実現され
ます。MPLS LDP IGP同期は次の状況で最終的に失われます。

• LDPグレースフルリスタートの再接続タイマーが期限切れになる前に、LDPを再起動でき
ない場合。

• LDPグレースフルリスタートの回復タイマーが期限切れになる前に、保護されたインター
フェイス上の LDPセッションを回復できない場合。

IGP ノンストップフォワーディングとの MPLS LDP-IGP 同期の互換性
IS-ISノンストップフォワーディング（NSF）は、IS-ISプロセスの再起動中およびルートプロセッ
サ（RP）のフェールオーバー中にトラフィックを保護します。 LDP IS-IS同期は、インターフェ
イス上で LDPグレースフルリスタートもイネーブルの場合のみ IS-IS NSFと共にサポートされま
す。 IS-IS NSFがイネーブルでない場合、LDPの同期状態は再起動およびフェールオーバーの際
に維持されません。

ラベル配布プロトコル IGP 自動設定
ラベル配布プロトコル（LDP）内部ゲートウェイプロトコル（IGP）自動設定は、IGPインスタン
スに使用される一連のインターフェイス上でLDPをイネーブルにする手順を簡素化します。LDP
IGP自動設定は、多数のインターフェイス（LDPがコア内の転送に使用される場合など）および
複数の IGPインスタンス上で同時に使用できます。

この機能は、デフォルトの VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスとして IPv4アド
レスファミリをサポートします。
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LDP IGP自動設定は、LDPの個々のインターフェイス上で igp auto-config disableコマンド使用し
て明示的にディセーブルにすることもできます。これによりLDPは、明示的にディセーブルにさ
れたインターフェイスを除くすべての IGPインターフェイスで受信できます。

LDP IGP自動設定については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services RouterMPLSConfiguration
Guide』を参照してください。

MPLS TE 転送隣接
MPLS TE転送隣接により、ネットワーク管理者はトラフィックエンジニアリングおよびラベル
スイッチパス（LSP）トンネルを、Shortest Path First（SPF）アルゴリズムに基づいた内部ゲート
ウェイプロトコル（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、同じ IS-IS
レベルのルータ間で作成できます。ルータとルータは、間に何個かホップを入れて配置できま

す。この結果、TEトンネルに関連付けられたリンクコストで、IGPネットワーク内のリンクと
して、アドバタイズされます。 TEドメインの外側にあるルータは、TEトンネルを参照し、その
TEトンネルを使用して、ネットワーク内でトラフィックをルーティングするための最短パスを計
算します。

MPLS TE転送隣接は、双方向接続性確認に成功した場合のみ IS-IS SPFで考慮されます。これに
は転送隣接が双方向であるか、またはMPLS TEトンネルのヘッドエンドとテールエンドのルー
タが隣接している場合が該当します。

MPLS TE転送隣接機能は、IS-ISでサポートされます。MPLS TE転送隣接機能の設定の詳細につ
いては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照して
ください。

MPLS TE エリア間トンネル
MPLS TEエリア間トンネルにより、複数の IGPエリア（Open Shorted Path First（OSPF））および
レベル（IS-IS）をつなぐMPLSTEトンネルを確立できます。トンネルのヘッドエンドとテールエ
ンドのルータが共に同じエリアになければならないという制限を除去できます。 IGPには、IS-IS
またはOSPFが使用できます。 IS-ISでMPLS TEを設定する方法については、IS-ISのMPLSトラ
フィックエンジニアリングの設定, （45ページ）を参照してください。

MPLS TEエリア間トンネルの設定の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』を参照してください。

IP 高速再ルーティング
IP高速再ルーティング（IPFRR）のループフリー代替（LFA）計算は、リンク障害に対する保護
を提供します。ローカルで計算された修復パスを使用して、障害後ネットワークの再収束で生じ

るループによるパケット損失を防止します。 IPFRR LFAの詳細情報については、IETFの
draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txtおよび draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txtを参照してくださ
い。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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IPFRRLFAは、従来型の IPルーティングおよび転送を使用するネットワークに適用できる点でマ
ルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）とは異なります。MPLS IPFRRの設定の詳細につ
いては、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS Configuration Guide』を参照して
ください。

IS-IS の実装方法
ここでは、次の手順について説明します。

設定の変更を保存するには、システムでプロンプトが表示されたら、変更を確定する必要があ

ります。

（注）

IS-IS のイネーブル化およびレベル 1 またはレベル 2 ルーティングの設
定

ここでは、IS-ISをイネーブルにし、エリアのルーティングレベルを設定する方法について説明し
ます。

ステップ 4のルーティングレベルの設定は任意ですが、適切なレベルの隣接関係を確立する
ために設定することを強く推奨します。

（注）

はじめる前に

IPアドレスを設定する前に IS-ISを設定できますが、少なくとも 1つの IPアドレスを設定するま
では IS-ISルーティングは行われません。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. net network-entity-title
4. is-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
5. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

6. show isis [ instance instance-id ] protocol

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
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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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティングを
イネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

モードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステッ

プ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自動的
にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeルータコン
フィギュレーションコマンドを使用して、特定のルー

ティングインスタンスによって実行されるルーティング

のレベルを変更できます。

ルーティングインスタンスの Network Entity Title（NET）を
設定します。

net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# net
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1110.00

ステッ

プ 3   

•マルチインスタンスの IS-ISを設定する場合は、ルーティ
ングインスタンスごとに NETを指定します。

•この例では、エリア IDが 47.0004.004d.0001でシステム
IDが 0001.0c11.1110.00のルータを設定します。

•複数のエリアアドレスを指定するには、追加の NETを
指定します。 NETのエリアアドレス部分が異なる場合
でも、システム ID部分はすべての設定項目で完全に一
致する必要があります。

（任意）システムタイプ（エリアまたはバックボーンルー

タ）を設定します。

is-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# is-type
level-2-only

ステッ

プ 4   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスは level-1-2
ルータとして動作します。

• level-1キーワードは、レベル 1（エリア内）ルーティン
グのみを実行するようにソフトウェアを設定します。レ

ベル1の隣接関係のみが確立されます。ソフトウェアは
エリア内の宛先についてのみ学習します。エリア外の宛

先を含むすべてのパケットは、エリア内の最も近い

level-1-2ルータに送信されます。

• level-2-onlyキーワードは、レベル 2（バックボーン）
ルーティングのみを実行するようにソフトウェアを設定

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

します。ルータは、他のレベル 2のみのルータまたは
level-1-2ルータとの間でレベル 2の隣接関係のみを確立
します。

• level-1-2キーワードは、レベル 1とレベル 2の両方の
ルーティングを実行するようにソフトウェアを設定しま

す。レベル 1とレベル 2の両方の隣接関係が確立されま
す。ルータはレベル 2バックボーンとレベル 1エリアの
間の境界ルータとして動作します。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 5   •• 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

end

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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)# 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。

（任意）IS-ISインスタンスに関するサマリー情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] protocol

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis protocol

ステッ

プ 6   
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IS-IS のシングルトポロジの設定
IS-ISインスタンスをイネーブルにした後で、特定のネットワークトポロジのルートを計算するよ
うに設定する必要があります。

ここでは、IPv4または IPv6トポロジ向けのインターフェイスで IS-ISプロトコルの動作を設定す
る方法について説明します。

はじめる前に

ルータを single-topologyモードで実行できるようにするには、IS-ISの各インターフェイスです
べてのアドレスファミリをイネーブルに設定し、IS-ISルータスタンザの IPv6ユニキャスト
アドレスファミリ内で「single-topology」を設定します。 IPv6アドレスファミリ、または IPv4
と IPv6の両方のアドレスファミリを使用できますが、設定ではルータ上のすべてのアクティ
ブなアドレスファミリセットを表します。さらに IPv6ルータアドレスファミリサブモード
で single-topologyを設定して、明示的に single-topology動作をイネーブルにします。

これらの手順には例外が 2つあります。

（注）

1 IS-ISプロセスの address-familyスタンザに adjacency-check disableコマンドが含まれる場
合、インターフェイスでアドレスファミリをイネーブルにする必要はありません。

2 single-topologyコマンドは ipv4アドレスファミリサブモードでは無効です。

シングルトポロジのデフォルトのメトリックスタイルはナローメトリックです。ワイドメ

トリックまたはナローメトリックのどちらかを使用できます。この設定方法はシングルトポ

ロジの設定に依存します。 IPv4と IPv6の両方がイネーブルでシングルトポロジが設定されて
いる場合には、メトリックスタイルはaddress-family ipv4スタンザ内で設定します。メトリッ
クは address-family ipv6スタンザ内でも設定できますが、この場合には設定は無視されます。
IPv6のみがイネーブルでシングルトポロジが設定されている場合には、メトリックスタイル
は address-family ipv6スタンザ内で設定します。
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手順の概要

1. configure
2. interface type interface-path-id
3. 次のいずれかを実行します。

• ipv4 address address mask

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-length [ eui-64 ]

• ipv6 address ipv6-address { / prefix-length | link-local }

• ipv6 enable

4. exit
5. router isis instance-id
6. net network-entity-title
7. address-family ipv6 [ unicast ]
8. single-topology
9. exit
10. interface type interface-path-id
11. circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
12. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
13. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

14. show isis [ instance instance-id ] interface [ type interface-path-id ] [ detail ] [ level { 1 | 2 }]
15. show isis [ instance instance-id ] topology [ systemid system-id ] [ level { 1 | 2 }] [ 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   

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
GigabitEthernet 0/1/0/3

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 IPv4アドレスを定義します。イン
ターフェイスのいずれかで IS-ISルーティングが設定され

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 3   • ipv4 address address mask
ている場合は、IS-ISがイネーブルになっているエリアに

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-length [
eui-64 ]

含まれるすべてのインターフェイスで IPアドレスが必要
です。

• ipv6 address ipv6-address { / prefix-length |
link-local }

または

インターフェイスに割り当てられた IPv6ネットワークを
指定し、eui-64キーワードでインターフェイスの IPv6処
理をイネーブルにします。

• ipv6 enable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address
10.0.1.3 255.255.255.0

または

インターフェイスに割り当てられた IPv6アドレスを指定
し、link-localキーワードでインターフェイスの IPv6処理
をイネーブルにします。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6
address 3ffe:1234:c18:1::/64 eui-64 または
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6

インターフェイスで IPv6リンクローカルアドレスを自動
的に設定し、インターフェイスで IPv6処理もイネーブル
にします。

address FE80::260:3EFF:FE11:6770 link-local
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv6

enable

または
•リンクローカルアドレスは、同じリンク上のノード
との通信にだけ使用できます。

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-lengthインターフェイ
スコンフィギュレーションコマンドを eui-64キー
ワードを付けずに指定すると、サイトローカルのグ

ローバル IPv6アドレスが設定されます。

• ipv6 address ipv6-prefix / prefix-lengthコマンドを eui-64
キーワードと共に指定すると、IPv6アドレスの下位
64ビットにインターフェイス IDを持つサイトロー
カルのグローバル IPv6アドレスが設定されます。指
定する必要があるのはアドレスの 64ビットネット
ワークプレフィックスだけです。最後の 64ビット
はインターフェイス IDから自動的に計算されます。

• ipv6 addressコマンドを link-localキーワードと共に
指定すると、IPv6がインターフェイスでイネーブル
になっている場合に自動的に設定されるリンクロー

カルアドレスの代わりに使用されるリンクローカル

アドレスを、インターフェイスに設定します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

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、ルータをグローバルコンフィギュレーションモード

に戻します。

exit

例：

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

ステッ

プ 4   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティング
をイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーショ

ンモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステッ

プ 5   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスがレベ
ル 1とレベル 2になります。 is-typeコマンドを使用
して、特定のルーティングインスタンスによって実

行されるルーティングのレベルを変更できます。

ルーティングインスタンスの NETを設定します。net network-entity-title

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# net
47.0004.004d.0001.0001.0c11.1110.00

ステッ

プ 6   •マルチインスタンスの IS-ISを設定する場合は、ルー
ティングインスタンスごとに NETを指定します。
NETおよびアドレスの名前を指定できます。

•この例では、エリア IDが 47.0004.004d.0001でシス
テム IDが 0001.0c11.1110.00のルータを設定します。

•複数のエリアアドレスを指定するには、追加のNET
を指定します。NETのエリアアドレス部分が異なる
場合でも、システム ID部分はすべての設定項目で完
全に一致する必要があります。

IPv6アドレスファミリを指定し、ルータアドレスファミ
リコンフィギュレーションモードを開始します。

address-family ipv6 [ unicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv6 unicast

ステッ

プ 7   

•この例では、ユニキャスト IPv6アドレスファミリを
指定します。

（任意）IPv6が設定されているときに IPv4のリンクトポ
ロジを設定します。

single-topology

例：

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

ステッ

プ 8   

• single-topologyコマンドは IPv6サブモードでのみ有
効です。このコマンドは、マルチトポロジモードで

デフォルトの設定である分離されたトポロジではな

く、シングルトポロジを使用することを IPv6に指示
します。

•詳細については、Single-Topology IPv6サポート, （
7ページ）を参照してください。
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目的コマンドまたはアクション

ルータアドレスファミリコンフィギュレーションモー

ドを終了して、ルータをルータコンフィギュレーション

モードに戻します。

exit

例：

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

ステッ

プ 9   

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-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 10   

（任意）隣接関係のタイプを設定します。circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
circuit-type level-1-2

ステッ

プ 11   •デフォルトの回路タイプは設定済みの（is-typeコマ
ンドで設定した）システムタイプです。

•通常回路タイプは、ルータが level-1-2としてのみ設
定されているときに、インターフェイスが level-1ま
たは level-2-onlyの隣接関係のみを形成するように制
限する場合に設定する必要があります。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、インター
フェイス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 | multicast
]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
address-family ipv4 unicast

ステッ

プ 12   

•この例では、インターフェイスにユニキャスト IPv4
アドレスファミリを指定します。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 13   •• 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

end

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-if-af)#
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。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

◦ 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。

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] interface [ type
interface-path-id ] [ detail ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1

ステッ

プ 14   

（任意）すべてのエリアの接続済みルータのリストを表

示します。

show isis [ instance instance-id ] topology [
systemid system-id ] [ level { 1 | 2 }] [ summary
]

ステッ

プ 15   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis topology

マルチトポロジルーティングの設定

次の一連の手順では、マルチトポロジルーティングを設定します。これは PIMの Reverse-Path
Forwarding（RPF）パス選択に使用されます。

マルチトポロジルーティングの設定についての制約事項

•現在、デフォルト VRFのみがマルチトポロジソリューションでサポートされます。

•プロトコル独立型マルチキャスト（PIM）と Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）
ルーティングプロトコルのみが現在サポートされています。

•トポロジの選択は、SMと SSMの両方で (S,G)ルート送信元のみ制限されます。マルチトポ
ロジ展開をサポートする内部ゲートウェイプロトコル（IGP）は、スタティックと IS-ISのみ
です。

ランデブーポイントやブートストラップルータ（BSR）などの非 (S,G)ルート送信元の場合
や、ルートポリシーが設定されていない場合、現在のポリシーのデフォルトは有効なままに

なります。言い換えると、ユニキャストまたはマルチキャストデフォルトテーブルは、
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OSFP/IS-IS/マルチプロトコルボーダーゲートウェイプロトコル（MBGP）設定に基づいて
すべての送信元に対して選択されます。

ルーティングポリシー言語（RPL）で address-family {ipv4 | ipv6}コマンドを使用するときに
multicastキーワードと unicastキーワードの両方を使用できますが、グローバルに設定できる
のはマルチキャスト SAFIのトポロジだけです。

（注）

マルチトポロジルーティングに関する情報

マルチトポロジネットワークを設定するには、次のタスクが必要です。

グローバルトポロジの設定とインターフェイスへの関連付け

デフォルトのVRFでグローバルトポロジをイネーブルにし、特定のインターフェイスでの使用を
イネーブルにするには次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
3. maximum prefix limit
4. interface type interface-path-id
5. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
6. ステップ 4およびステップ 5を繰り返して、トポロジに関連付けるすべてのインターフェイス
インスタンスを指定します。

7. 次のいずれかを実行します。

• 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   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

インターフェイスに関連付けられるデフォルト

VRFテーブルのトポロジを設定します。
address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# address-family ipv4
multicast topology green

ステップ 2   

（任意）トポロジルーティングテーブルで許可

されるプレフィックスの数を制限します。範囲

は 32～ 2000000です。

maximum prefix limit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-af)# maximum prefix 100

ステップ 3   

以前に指定したVRFテーブルに関連付けるイン
ターフェイスを指定します。これにより、接続

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-af)# interface
GigabitEthernet 0/3/0/0

ステップ 4   

されたルートおよびローカルルートが適切なルー

ティングテーブルに追加されます。

トポロジをステップ 4, （26ページ）で指定し
たインターフェイスでイネーブルにします。接

address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology
topo-name

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# address-family ipv4
multicast topology green

ステップ 5   

続されたルートやローカルのルートが適切なルー

ティングテーブルに追加されます。

—ステップ 4およびステップ 5を繰り返して、トポロジに
関連付けるすべてのインターフェイスインスタンスを指

定します。

ステップ 6   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-af)# interface
gigabitethernet 0/3/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:routerrouter(config-if)# address-family
ipv4 multicast topology purple
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-af)#

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)# end

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mcast-default-ipv4)#
commit

◦ 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS トポロジのイネーブル化
IS-ISでトポロジをイネーブルにするには、IS-ISトポロジ IDを名前付きトポロジに関連付ける必
要があります。 IS-ISはトポロジ IDをドメイン内のトポロジの識別に使用します。

このコマンドは他のトポロジコマンドよりも前に設定する必要があります。（注）

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
4. topology-id multitoplogy-id
5. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーションガイ
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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   

IS-ISコンフィギュレーションサブモードを開始します。router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

IS-ISトポロジ IDを名前付きトポロジに関連付けます。address-family { ipv4 | ipv6 } multicast
topology topo-name

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 multicast topology
green

トポロジを特定する IS-ISのマルチトポロジ IDを数値で設
定します。範囲は 6～ 4095です。

topology-id multitoplogy-id

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
toplogy-id 122

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-if-af)#
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。
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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。

IS-IS のトポロジへのインターフェイスの配置
インターフェイスを IS-ISのトポロジに関連付けるには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. net network-entity-title
4. interface type interface-path-id
5. address-family { ipv4 | ipv6 } multicast topology topo-name
6. ステップ 4, （30ページ）およびステップ 5, （30ページ）を繰り返して、ネットワーク内
で設定するすべてのインターフェイスインスタンスおよび関連付けるトポロジを指定します。

7. 次のいずれかを実行します。

• 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コンフィギュレーションサブモードを開始します。router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

設定された isisインターフェイスに Network Entity Titleを
作成します。

net network-entity-title

例：

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

ステップ 3   

isisインターフェイスコンフィギュレーションサブモード
を開始し、インターフェイスインスタンスを作成します。

interface type interface-path-id

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
interface gigabitethernet 0/3/0/0

ステップ 4   

address-family { ipv4 | ipv6 } multicast
topology topo-name

ステップ 5   • isisアドレスファミリインターフェイスコンフィギュ
レーションサブモードを開始します。

例：

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

•インターフェイスインスタンスをトポロジに配置し
ます。

address-family ipv4 multicast topology
green

—ステップ 4, （30ページ）およびステッ
プ 5, （30ページ）を繰り返して、ネット

ステップ 6   

ワーク内で設定するすべてのインターフェ

イスインスタンスおよび関連付けるトポロ

ジを指定します。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-if-af)#
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。
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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。

ルーティングポリシーの設定

ルーティングポリシーの作成と set rpf-topologyコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Routing Command Reference』を参照してください。

手順の概要

1. configure
2. route-policy policy-name
3. end-policy
4. 次のいずれかを実行します。

• 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   

ルーティングポリシーを定義して、ルーティングポリシー

コンフィギュレーションサブモードを開始します。

route-policy policy-name

例：

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

ステッ

プ 2   

set-rpf-topologyおよびその他のルーティングコンフィギュ
レーションコマンドの使用方法の詳細については、

mt1
『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router Routing
Command Reference』を参照してください。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl)# if
destination in 225.0.0.1, 225.0.0.11 then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if)# if
source in (10.10.10.10) then
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-2)#

set rpf-topology ipv4 multicast topology
greentable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-2)#

else

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-else-2)#
set rpf-topology ipv4 multicast topology
bluetable

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if-else-2)#
endif
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rpl-if)# endif

ルートポリシーの定義の終了を指示して、ルーティング

ポリシーコンフィギュレーションサブモードを終了しま

す。

end-policy

例：

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

ステッ

プ 3   

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

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 4   •• 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

end

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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)# 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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マルチトポロジ IS-IS の設定
マルチトポロジはシングルトポロジと同じ方法で設定されます。ただし、single - topologyコマ
ンドを省略してデフォルトのマルチトポロジ動作を実行します。このタスクはオプションです。

IS-IS の LSP フラッディングの制御
LSPフラッディングにより、ネットワークのスケーラビリティを制限できます。ルータでグロー
バルに、またはインターフェイスで LSPデータベースパラメータを調整することによって、LSP
フラッディングを制御できます。このタスクはオプションです。

LSPフラッディングを制御するコマンドの多くには、適用されるレベルを指定するオプションが
含まれます。オプションを指定しなかった場合、コマンドは両方のレベルに適用されます。オプ

ションが 1つのレベルに設定された場合、もう一方のレベルはデフォルト値を使用し続けます。
両方のレベルのオプションを設定するには、コマンド twiceを使用します。次に例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1200 level 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-refresh-interval 1100 level 1
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. lsp-refresh-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
4. lsp-check-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
5. lsp-gen-interval { [ initial-wait initial | secondary-wait secondary | maximum-wait maximum

] ... } [ level { 1 | 2 }]
6. lsp-mtu bytes [ level { 1 | 2 }]
7. max-lsp-lifetime seconds [ level { 1 | 2 }]
8. ignore-lsp-errors disable
9. interface type interface-path-id
10. lsp-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]
11. csnp-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
12. retransmit-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
13. retransmit-throttle-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]
14. mesh-group { number | blocked }
15. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

16. show isis interface [ type interface-path-id | level { 1 | 2 }] [ brief ]
17. show isis [ instance instance-id ] database [ level { 1 | 2 }] [ detail | summary | verbose ] [ * |

lsp-id ]
18. show isis [ instance instance-id ] lsp-log [ level { 1 | 2 }]
19. show isis database-log [ level { 1 | 2 }]

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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティン
グをイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンドを
使用して、特定のルーティングインスタンスによっ
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目的コマンドまたはアクション

て実行されるルーティングのレベルを変更できま

す。

（任意）異なるシーケンス番号を持つLSPを再生成する
間隔を設定します。

lsp-refresh-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
lsp-refresh-interval 10800

ステップ 3   

•更新間隔は、常に、max-lsp-lifetimeコマンドよりも
低く設定する必要があります。

（任意）データベースのLSPのチェックサムを検証する
データベース全体の定期チェックの間隔を設定します。

lsp-check-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
lsp-check-interval 240

ステップ 4   

•この操作は、CPUの点でコスト高であるため、あま
り発生しないように設定する必要があります。

（任意）ネットワークが不安定な間はLSPの生成レート
を低下させます。ルータの CPU負荷を軽減し、IS-ISネ
イバーへの LSP送信数を低減するのに役立ちます。

lsp-gen-interval { [ initial-wait initial |
secondary-wait secondary | maximum-wait
maximum ] ... } [ level { 1 | 2 }]

例：

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

ステップ 5   

•ネットワークの不安定性が長引いている間にLSPの
再計算を繰り返すと、ローカルルータの CPU負荷
が増加する可能性があります。さらに、これらの再lsp-gen-interval maximum-wait 15

initial-wait 5 計算されたLSPをネットワーク内の他の中継システ
ムにフラッディングすると、トラフィックが増加

し、他のルータがルート計算を実行するために費や

す時間が増加する可能性があります。

（任意）LSPの最大伝送単位（MTU）サイズを設定しま
す。

lsp-mtu bytes [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-mtu
1300

ステップ 6   

（任意）ルータから発信されたLSPに設定する最初のラ
イフタイムを設定します。

max-lsp-lifetime seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
max-lsp-lifetime 11000

ステップ 7   

•これは、LSPが再生成または更新されない場合に、
ネイバーのデータベースにLSPが維持される時間で
す。

（任意）チェックサムエラーで受信したLSPをパージす
るようにルータを設定します。

ignore-lsp-errors disable

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
ignore-lsp-errors disable

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ルーティング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

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-isis)#
interface GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 9   

（任意）インターフェイス上で送信された各LSP間の時
間を設定します。

lsp-interval milliseconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
lsp-interval 100

ステップ 10   

（任意）ブロードキャストインターフェイス上で定期的

に CSNPパケットが送信される間隔を設定します。
csnp-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
csnp-interval 30 level 1

ステップ 11   

•より頻繁にCSNPを送信することは、受信のために
隣接ルータはより激しく動作する必要があることを

意味します。

• CSNPの送信の頻度を下げることは、隣接ルータ間
の相違がより長く続くことを意味します。

（任意）LSPが受信されていないと判断して再送信する
までに送信ルータが応答を待つ時間を設定します。

retransmit-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-interval 60

ステップ 12   

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-interval 60

（任意）ポイントツーポイントインターフェイス上の各

LSPの再送信間隔を設定します。
retransmit-throttle-interval milliseconds [
level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
retransmit-throttle-interval 1000

ステップ 13   

•この時間は通常 lsp-intervalコマンドの時間以上に
します。これは隣接ルータがビジーであることが

LSPが失われた原因の可能性があるためです。間隔
を長くするとネイバーはより時間をかけて送信を受

け取ることができます。

（任意）NBMAネットワークのLSPフラッディングを、
高度にメッシュ化されたポイントツーポイントトポロジ

で最適化します。

mesh-group { number | blocked }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
mesh-group blocked

ステップ 14   

•このコマンドは高度にメッシュ化されたポイント
ツーポイントトポロジの NBMAネットワークのみ
に適しています。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 15   
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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

• end

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

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

◦ 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。

◦ 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。

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を表示しま
す。

show isis interface [ type interface-path-id |
level { 1 | 2 }] [ brief ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1 brief

ステップ 16   

（任意）IS-IS LSPデータベースを表示します。show isis [ instance instance-id ] database [
level { 1 | 2 }] [ detail | summary | verbose ]
[ * | lsp-id ]

ステップ 17   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis database
level 1

（任意）LSPログ情報を表示します。show isis [ instance instance-id ] lsp-log [ level
{ 1 | 2 }]

ステップ 18   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis lsp-log

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

（任意）IS-ISデータベースログ情報を表示します。show isis database-log [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis
database-log level 1

ステップ 19   

IS-IS のノンストップフォワーディングの設定
ここでは、ルータにNSFを設定する方法について説明します。NSFは、Cisco IOS XRソフトウェ
アがプロセスの再起動後に IS-ISリンクステートデータベースを IS-ISネイバーと再同期できるよ
うにします。プロセスは次の原因で再起動する可能性があります。

• RPフェールオーバー（ウォームリスタートのため）

•単純なプロセスの再起動（IS-ISのリロードなどの管理要求によるプロセスの再起動）

• IS-ISのソフトウェアアップグレード

いずれの場合でも、NSFはリンクフラップおよびユーザセッションの損失を低減します。この
タスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. nsf { cisco | ietf }
4. nsf interface-expires number
5. nsf interface-timer seconds
6. nsf lifetime seconds
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show running-config [ command ]
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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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーションモー

ドにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンドを使用し
て、特定のルーティングインスタンスによって実行され

るルーティングのレベルを変更できます。

次の再起動で NSFをイネーブルにします。nsf { cisco | ietf }

例：

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

ステップ 3   

• NSF対応ネットワーキングデバイスが隣接していない可
能性がある異種ネットワークで IS-ISを実行するには、
ciscoキーワードを入力します。

•隣接するすべてのネットワーキングデバイスが IETFドラ
フトベースの再起動性をサポートする同種ネットワーク

で IS-ISをイネーブルにするには、ietfキーワードを入力
します。

確認された NSFの再開確認応答を再送信する回数を設定しま
す。

nsf interface-expires number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# nsf
interface-expires 1

ステップ 4   

• NSF再起動の間に再送上限数に達した場合、再起動はコー
ルドリスタートになります。

各再起動応答を待機する秒数を設定します。nsf interface-timer seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis) nsf
interface-timer 15

ステップ 5   

NSF再開に続くルートの最大有効期間を設定します。nsf lifetime seconds

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# nsf
lifetime 20

ステップ 6   

•この設定時間は再起動の最中にルーティング情報ベース
（RIB）にルートを維持する時間であるため、このコマン
ドにはNSF再起動全体の実行に必要な時間を設定します。

•設定する値が大きすぎると、古いルートが残ります。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

•設定する値が小さすぎると、ルートの破棄が早すぎる結
果になります。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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)# 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-isis)#
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。

（任意）現在の実行コンフィギュレーションファイルの内容

全体またはファイルのサブセットを表示します。

show running-config [ command ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show
running-config router isis isp

ステップ 8   

• NSF対応デバイスの IS-IS設定に「nsf」が表示されている
ことを確認します。

•この例では、コンフィギュレーションファイルの内容の
「isp」インスタンスのみを示しています。

IS-IS の認証の設定
ここでは、IS-ISの認証の設定方法について説明します。このタスクはオプションです。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. lsp-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

[ snp send-only ]
4. interface type interface-path-id
5. hello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only

]
6. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコンフィ

ギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステッ

プ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルーティン
グインスタンスによって実行されるルーティ

ングのレベルを変更できます。

LSP認証パスワードを設定します。lsp-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted }
password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ] [ snp send-only ]

ステッ

プ 3   • hmac-md5キーワードは、パスワードが
HMAC-MD5認証で使用されることを指定しま
す。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password
hmac-md5 clear password1 level 1 • textキーワードは、パスワードがクリアテキス

トパスワードで使用されることを指定します。

• clearキーワードは、入力時にパスワードが暗
号化されないことを指定します。

• encryptedキーワードは、パスワードが入力時
に双方向アルゴリズムを使用して暗号化されて

いることを指定します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティング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

• level 1キーワードは、エリア内の認証のパス
ワードを設定します（レベル 1 LSPと SNPレ
ベル）。

• level 2キーワードは、バックボーン（レベル 2
エリア）の認証パスワードを設定します。

• send-onlyキーワードは、LSPとシーケンス番
号プロトコルデータユニット（SNP）の送信
時にこれらに認証を追加します。受信 LSPま
たは SNPは認証されません。

• snp send-onlyキーワードはSNPの送信時にSNP
に認証を追加します。受信 SNPは認証されま
せん。

SNPパスワードチェックをディセーブル
にするには、snp send-onlyキーワードを
lsp-passwordコマンドで指定する必要があ
ります。

（注）

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-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステッ

プ 4   

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定しま
す。

hello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted
} password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password
text clear mypassword

ステッ

プ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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-isis-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、コンまたは

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

◦ 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。

IS-IS のキーチェーンの設定
ここでは、IS-ISのキーチェーンの設定方法について説明します。このタスクはオプションです。

キーチェーンは IS-IS内のルータレベル（lsp-passwordコマンド）およびインターフェイスレベ
ル（hello-passwordコマンド）で設定できます。これらのコマンドでは、グローバルキーチェー
ン設定を参照して、設定されているキーチェーンのグローバルセットからセキュリティパラメー

タを取得するように IS-ISプロトコルに指示します。ルータレベルの設定（lsp-passwordコマン
ド）では、ルータで生成されるすべての IS-ISLSPと、すべてのSequenceNumber ProtocolDataUnit
（SNPDU）でキーチェーンを使用するように設定します。HELLOPDUで使用されるキーチェー
ンはインターフェイスレベルで設定され、IS-ISが設定されたインターフェイスごとに異なる値を
設定できます。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. l sp-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }] [ send-only ] [ snp send-only ]
4. interface type interface-path-id
5. h ello-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]
6. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコン

フィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルーティ
ングインスタンスによって実行されるルー

ティングのレベルを変更できます。

キーチェーンを設定します。l sp-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2 }]
[ send-only ] [ snp send-only ]

ステップ 3   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# lsp-password
keychain isis_a level 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-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

IS-ISインターフェイスの認証パスワードを設定
します。

h ello-password keychain keychain-name [ level { 1 | 2
}] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-password
keychain isis_b

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-if)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS の MPLS トラフィックエンジニアリングの設定
このタスクでは、MPLS TEの IS-ISを設定する手順について説明します。このタスクはオプショ
ンです。

MPLSTEタスクおよびトンネルをサポートするルータを設定できるコマンド、IS-ISが使用できる
MPLSトンネルを設定できるコマンド、MPLS TEのトラブルシューティングの説明については、
「Implementing MPLS Traffic Engineering on 『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router MPLS
Configuration Guide』」を参照してください。

はじめる前に

ルータで IS-ISのMPLS TEをイネーブルにする前に、ネットワークでMPLS Cisco IOS XRソフト
ウェア機能をサポートする必要があります。

ネットワークのトラフィックエンジニアリング部分にあるすべての IS-ISルータ上で、次のタ
スクリストのコマンドを入力する必要があります。

（注）
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MPLSトラフィックエンジニアリングでは、現在、番号なし IPリンクを介したルーティング
およびシグナリングはサポートされていません。このため、このようなリンク上には、この

機能を設定しないでください。

（注）

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. mpls traffic-eng level { 1 | 2 }
5. mpls traffic-eng router-id { ip-address | interface-name interface-instance }
6. metric-style wide [ level { 1 | 2 }]
7. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

8. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng tunnel
9. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng adjacency-log
10. show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng advertisements

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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコン

フィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマン
ドを使用して、特定のルーティングインスタ

ンスによって実行されるルーティングのレベ

ルを変更できます。
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目的コマンドまたはアクション

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、
ルータ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 | multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#address-family
ipv4 unicast

ステップ 3   

指定した IS-ISレベルにMPLS TEリンク情報をフ
ラッディングするように IS-ISを実行するルータを
設定します。

mpls traffic-eng level { 1 | 2 }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng level 1

ステップ 4   

ノードのMPLS TEルータ IDを指定した IPアドレ
スまたは指定したインターフェイスに関連付けられ

ている IPアドレスにするように指定します。

mpls traffic-eng router-id { ip-address | interface-name
interface-instance }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng router-id loopback0

ステップ 5   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを
生成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

ステップ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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、コンまたは

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

（任意）MPLS TEトンネル情報を表示します。show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
tunnel

ステップ 8   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng tunnel

（任意）MPLS TE IS-IS隣接変更のログを表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
adjacency-log

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng adjacency-log

ステップ 9   

（任意）MPLS TEから最後にフラッディングされ
た記録を表示します。

show isis [ instance instance-id ] mpls traffic-eng
advertisements

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp mpls
traffic-eng advertisements

ステップ 10   

IS-IS の隣接関係の調整
このタスクでは、隣接状態変更のロギングをイネーブルにし、IS-IS隣接パケットのタイマーを変
更して、隣接状態のさまざまな側面を表示する方法について説明します。 IS-IS隣接を調整するこ
とにより、リンクで輻輳が発生している場合のネットワークの安定性が向上します。このタスク

はオプションです。

ポイントツーポイントリンクの場合、IS-ISはレベル 1とレベル 2に対して単一の helloだけを送
信します。これは、ポイントツーポイントリンクでの level修飾子が無意味であることを意味しま
す。ポイントツーポイントインターフェイスの helloパラメータを変更するには、levelオプショ
ンの指定を省略します。

インターフェイスサブモードで設定可能なオプションは、そのインターフェイスだけに適用され

ます。デフォルトで、値はレベル 1とレベル 2に適用されます。

hello-passwordコマンドを使用して無許可のルータや望ましくないルータとの隣接関係の形成を防
ぐことができます。この機能は、隣接関係の確立が望ましくないルータとの接続が多く見られる

LANでは特に有効です。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. log adjacency changes
4. interface type interface-path-id
5. hello-padding { disable | sometimes } [ level { 1 | 2 }]
6. hello-interval seconds [ level { 1 | 2 }]
7. hello-multiplier multiplier [ level { 1 | 2 }]
8. h ello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted } password [ level { 1 | 2 }] [ send-only

]
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

10. show isis [ instance instance-id ] adjacency t ype interface- path-id ] [ detail ] [ systemid system-id
]

11. show isis adjacency-log
12. show isis [ instance instance-id ] interface [ type interface-path-id ] [ brief | detail ] [ level { 1 |

2 }]
13. show isis [ instance instance-id ] neighbors [ interface-type interface-instance ] [ summary ] [ detail

] [ systemid system-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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルー
ティングをイネーブルにし、ルータをルータコ

ンフィギュレーションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

• is-typeコマンドを使用して、特定のルー
ティングインスタンスによって実行され

るルーティングのレベルを変更できます。
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ドリリース 4.3.x    

   OL-28384-01-J 49

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの IS-IS の実装
IS-IS の隣接関係の調整



目的コマンドまたはアクション

IS-ISの隣接状態の変更時にログメッセージを
生成します（Upまたは Down）。

log adjacency changes

例：

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

ステップ 3   

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-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 4   

ルータの IS-ISインターフェイスの IS-IS hello
PDUのパディングを設定します。

hello-padding { disable | sometimes } [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# hello-padding
sometimes

ステップ 5   

• helloパディングはこのインターフェイス
のみに適用され、すべてのインターフェイ

スには適用されません。

ソフトウェアが送信する helloパケット間の時
間間隔を指定します。

hello-interval seconds [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#hello-interval
6

ステップ 6   

ネイバーが見落とすことができる IS-IS helloパ
ケット数の最大値を指定します。見落とされた

hello-multiplier multiplier [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
hello-multiplier 10

ステップ 7   

パケット数がこの値を超えると、ルータは隣接

がダウンしていると宣言します。

•大きい値にするとネットワークが許容する
ドロップパケットの数が増加しますが、

隣接ルータの障害の検出に必要な時間も増

加します。

•隣接ルータの障害が検出されないと、逆に
より多くのパケットが失われる結果になる

可能性があります。

このシステムが helloパケットの認証を含むこ
とを指定し、ネイバーからの helloパケットの

h ello-password { hmac-md5 | text } { clear | encrypted
} password [ level { 1 | 2 }] [ send-only ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# hello-password
text clear mypassword

ステップ 8   

認証が成功し、隣接関係が確立することが必要

です。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 9   
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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

• end

• commit

例：

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

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

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

◦ 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。

◦ 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。

（任意）IS-IS隣接を表示します。show isis [ instance instance-id ] adjacency t ype interface-
path-id ] [ detail ] [ systemid system-id ]

ステップ 10   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance isp
adjacency

（任意）最新の隣接状態の遷移ログを表示しま

す。

show isis adjacency-log

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis adjacency-log

ステップ 11   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IS-ISインターフェイスに関する情報を
表示します。

show isis [ instance instance-id ] interface [ type
interface-path-id ] [ brief | detail ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis interface
GigabitEthernet 0/1/0/1 brief

ステップ 12   

（任意）IS-ISネイバーに関する情報を表示しま
す。

show isis [ instance instance-id ] neighbors [ interface-type
interface-instance ] [ summary ] [ detail ] [ systemid system-id
]

ステップ 13   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis neighbors summary

Single-Topology IPv4 および IPv6 設定での SPF 間隔の設定
ここでは、ルータのパフォーマンスをチューニングするために SPF計算を調整する方法について
説明します。このタスクはオプションです。

SPF計算は特定のトポロジのルートを計算するため、チューニング属性はルータアドレスファミ
リコンフィギュレーションサブモード内にあります。 SPF計算は、レベル 1とレベル 2のルート
を別個に計算します。

IPv4と IPv6のアドレスファミリが single-topologyモードで使用される場合には、IPv4トポロジ用
の 1つの SPFだけが存在します。 IPv6トポロジは IPv4のトポロジを「借用」するため、IPv6用
の SPF計算は必要ありません。 single-topologyモードで SPF計算のパラメータを調整するには、
address-family ipv4 unicastコマンドを設定します。

Incremental SPFアルゴリズムは、個別にイネーブルにできます。 Incremental Shortest Path First
（ISPF）は、イネーブルにしたときにすぐには適用されません。代わりにフル SPFアルゴリズム
が使用されて、ISPFの実行に必要な状態情報の「シード」が作成されます。起動遅延により、
IS-IS再起動後の ISPFの実行が指定された期間止められます（データベースを安定させるため）。
起動遅延期間が経過した後は、ISPFがすべての SPF計算の実行について主要な役割を担います。
シード更新間隔は、iSFPの状態の同期を維持するためにフル SPFの定期的な実行を可能にしま
す。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. spf-interval {[ initial-wait initial | secondary-wait secondary | maximum-wait maximum ] ...}

[ level { 1 | 2 }]
5. ispf [ level { 1 | 2 }]
6. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

7. show isis [ instance instance-id ] [[ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast | multicast | safi-all ]] spf-log
[ level { 1 | 2 }] [ ispf | fspf | prc | nhc ] [ detail | verbose ] [ last number | first 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   

指定したルーティングインスタンスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュ

レーションモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステッ

プ 2   

• is-typeルータコンフィギュレーションコマンド
を使用して、特定のルーティングインスタンス

によって実行されるルーティングのレベルを変

更できます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、ルー
タ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 | multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#address-family
ipv4 unicast

ステッ

プ 3   

（任意）連続するSPF計算の最小間隔を制御します。spf-interval {[ initial-wait initial | secondary-wait
secondary | maximum-wait maximum ] ...} [ level { 1
| 2 }]

ステッ

プ 4   •この値は、イベントがトリガーされた後の SPF
計算を遅延させ、SPFの実行の間に最小経過時
間を適用させます。
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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-isis-af)#
spf-interval initial-wait 10 maximum-wait 30

•小さすぎる値が設定された場合には、ネットワー
クが不安定なときにルータが大量の CPUリソー
スを失う可能性があります。

•大きすぎる値が設定された場合には、ネットワー
クトポロジの変更が遅延し、パケットを損失す

る結果になります。

• ISPFアルゴリズムは変更された LSPを受信する
たびにすぐ実行されるため、SPF間隔は ISPFの
実行には適用されません。

（任意）Incremental IS-IS ISPFがネットワークトポロ
ジを計算するように設定します。

ispf [ level { 1 | 2 }]

例：

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

ステッ

プ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

end

• commit

例：

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

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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

または

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

（任意）ルータがフル SPF計算を実行した頻度と、
実行理由を表示します。

show isis [ instance instance-id ] [[ ipv4 | ipv6 | afi-all
] [ unicast | multicast | safi-all ]] spf-log [ level { 1 |
2 }] [ ispf | fspf | prc | nhc ] [ detail | verbose ] [ last
number | first number ]

ステッ

プ 7   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# show isis instance 1
spf-log ipv4

IS-IS のルートのカスタマイズ
ここでは、ルート機能を実行する方法について説明します。デフォルトルートを IS-ISルーティ
ングドメインに挿入する機能や別の IS-ISインスタンスで学習されたルートを再配布する機能が
含まれます。このタスクはオプションです。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. set-overload-bit [ on-startup { delay | wait-for-bgp }] [ level { 1 | 2 }]
4. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
5. default-information originate [ route-policy route-policy-name ]
6. redistribute isis instance [ level-1 | level-2 | level-1-2 ] [metric metric ] [metric-type { internal

| external }] [ policy policy-name ]
7. 次のいずれかを実行します。

• summary-prefix address / prefix-length [ level { 1 | 2 }]

• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length [ level { 1 | 2 }]

8. maximum-paths route-number
9. distance weight [ address / prefix-length [ route-list-name ]]
10. set-attached-bit
11. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

モードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自動
的にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeコマンド
を使用して、特定のルーティングインスタンスによっ

て実行されるルーティングのレベルを変更できます。

（任意）過負荷ビットを設定します。set-overload-bit [ on-startup { delay |
wait-for-bgp }] [ level { 1 | 2 }]

ステップ 3   

NSF再起動が再起動中に過負荷ビットを設定しな
いため、設定された過負荷ビットの動作はNSFの
再起動に適用されません。

（注）

例：

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

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、ルータア
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 |
multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 4   

（任意）IPv4または IPv6のデフォルトルートを IS-ISルー
ティングドメインに挿入します。

default-information originate [ route-policy
route-policy-name ]

例：

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

ステップ 5   

• route-policyキーワードと route-policy-name引数によ
り、IPv4または IPv6のデフォルトルートをアドバタ
イズする条件を指定します。

• route-policyキーワードを省略すると、IPv4または IPv6
のデフォルトルートは無条件にレベル 2でアドバタイ
ズされます。

（任意）ある IS-ISインスタンスから別のインスタンスに
ルートを再配布します。

redistribute isis instance [ level-1 | level-2 |
level-1-2 ] [ metric metric ] [ metric-type {
internal | external }] [ policy policy-name ]

ステップ 6   

•この例では、IS-ISインスタンスは別の IS-ISインスタ
ンスからのレベル 1ルートを再配布します。
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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-isis-af)#
redistribute isis 2 level-1

（任意）レベル 1-2ルータがサマリーをアドバタイズする
ときに直接レベル 1プレフィックスをアドバタイズするの

次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• summary-prefix address / prefix-length
[ level { 1 | 2 }] ではなく、レベル 1 IPv4および IPv6プレフィックスをレベ

ル 2で集約できるようにします。
• summary-prefix ipv6-prefix / prefix-length
[ level { 1 | 2 }] •この例では、IPv4アドレスおよびマスクを指定しま

す。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
summary-prefix 10.1.0.0/16 level 1

または

•この例では IPv6プレフィックスを指定し、コマンドは
RFC2373に記載された形式にする必要があり、16ビッ

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
summary-prefix 3003:xxxx::/24 level 1

ト値をコロンで区切った 16進でアドレスを指定しま
す。

• IPv6プレフィックスは IPv6ルータアドレスファミリ
コンフィギュレーションサブモードでのみ設定でき、

IPv4プレフィックスは IPv4ルータアドレスファミリ
コンフィギュレーションサブモードでのみ設定できま

す。

（任意）ルーティングテーブルで許可されるパラレルパス

の最大数を設定します。

maximum-paths route-number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
maximum-paths 16

ステップ 8   

（任意）IS-ISプロトコルにより発見されたルートに割り当
てられるアドミニストレーティブディスタンスを定義しま

す。

distance weight [ address / prefix-length [
route-list-name ]]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
distance 90

ステップ 9   

• IPv4と IPv6で異なるアドミニストレーティブディス
タンスを適用できます。

（任意）IS-ISインスタンスにレベル 1LSP内の attachedビッ
トを設定します。

set-attached-bit

例：

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

ステップ 10   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• end

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-af)#
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。

MPLS LDP IS-IS 同期の設定
このタスクは、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）ラベル配布プロトコル（LDP）
IS-IS同期をイネーブルにする方法について説明します。MPLS LDP同期は、インターフェイス
コンフィギュレーションモードで、アドレスファミリに対してイネーブルにすることができま

す。 IPv4ユニキャストアドレスファミリのみがサポートされます。このタスクはオプションで
す。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコンフィギュレーション
ガイドリリース 4.3.x

58 OL-28384-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータへの IS-IS の実装
MPLS LDP IS-IS 同期の設定



手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. interface type interface-path-id
4. address-family ipv4 unicast
5. mpls ldp sync [ level { 1 | 2 }]
6. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングを
イネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーショ

ンモードにします。

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

•デフォルトでは、すべての IS-ISインスタンスが自
動的にレベル 1とレベル 2になります。 is-typeコ
マンドを使用して、特定のルーティングインスタ

ンスによって実行されるルーティングのレベルを

変更できます。

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-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 3   

IPv4アドレスファミリを指定し、ルータアドレスファ
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 unicast

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

GigabitEthernet 0/1/0/3インターフェイスの IPv4アドレ
スファミリに対してMPLS LDP同期をイネーブルにし
ます。

mpls ldp sync [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# mpls
ldp sync level 1

ステップ 5   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-if-af)#
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。

Multicast-Intact のイネーブル化
このオプションの手順では、IPv4および IPv6アドレスを使用する IS-ISルータの multicast-intact
をイネーブルにする方法について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. mpls traffic-eng multicast-intact
5. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

モードにします。この例では、IS-ISインスタンスは ispと
呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、ルータア
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 |
multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

multicast-intactをイネーブルにします。mpls traffic-eng multicast-intact

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# mpls
traffic-eng multicast-intact

ステップ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• 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-isis-af)# end

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-af)#
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。

IS-IS インターフェイスルートのタギング
このオプションの手順では、IS-ISインターフェイスの接続されたルートにタグを関連付ける方法
について説明します。
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]
5. exit
6. interface type number
7. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
8. tag tag
9. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

10. show isis [ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast | multicast | safi-all ] route [ 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティング
をイネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレー

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

ションモードにします。この例では、IS-ISインスタ
ンスは ispと呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、ルー
タ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 | multicast
]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを生
成して受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

ルータアドレスファミリコンフィギュレーション

モードを終了して、ルータをルータコンフィギュレー

ションモードに戻します。

exit

例：

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

ステップ 5   

インターフェイスコンフィギュレーションモードを

開始します。

interface type number

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)# interface
GigabitEthernet 0/1/0/3

ステップ 6   

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、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 | multicast
]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 7   

アドバタイズされた接続されたルートに関連付けるタ

グの値を設定します。

tag tag

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# tag
3

ステップ 8   

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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

または

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

タグ情報を表示します。すべてのタグが RIBに存在
することを確認します。

show isis [ ipv4 | ipv6 | afi-all ] [ unicast |
multicast | safi-all ] route [ detail ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)# show
isis ipv4 route detail

ステップ 10   

RIB へのプレフィックスの追加のプライオリティ設定
このオプションの手順では、指定されたプレフィックスをRIBに追加するプライオリティ（順序）
の設定方法について説明します。プレフィックスは、アクセスリスト（ACL）、プレフィックス
リスト、またはタグ値の照合を使用して選択できます。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
4. metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2 }]
5. spf prefix-priority [ level { 1 | 2 }] { critical | high | medium } { access-list-name | tag tag }
6. 次のいずれかを実行します。

• 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

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティングをイ
ネーブルにし、ルータをルータコンフィギュレーション

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

モードにします。この例では、IS-ISインスタンスは isp
と呼ばれます。

IPv4または IPv6アドレスファミリを指定して、ルータア
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 |
multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis)#
address-family ipv4 unicast

ステップ 3   

レベル 1エリアでワイドリンクメトリックのみを生成し
て受け入れるようにルータを設定します。

metric-style wide [ transition ] [ level { 1 | 2
}]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)#
metric-style wide level 1

ステップ 4   

値が 3のタグが付けられたすべてのルートを先にインス
トールします。

spf prefix-priority [ level { 1 | 2 }] { critical
| high | medium } { access-list-name | tag tag
}

ステップ 5   

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af)# spf
prefix-priority high tag 3

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。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

• commit

例：

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

exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

◦ 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-isis-af)#
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
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目的コマンドまたはアクション

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。

IP/LDP高速再ルーティングの設定
このオプションの手順では、リンク障害周辺のトラフィックフローを収束させるために IP/LDP
高速再ルーティング計算をイネーブルにする方法について説明します。

ブロードキャストリンク上のノード保護をイネーブルにするには、IS-ISのインターフェイス
上で 高速再ルーティングおよび双方向フォワーディング検出（BFD）をイネーブルにする必
要があります。

（注）
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手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. interface type interface-path-id
4. circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }
5. address-family { ipv4 | ipv6 } [ unicast | multicast ]
6. fast-reroute {per-link | per-prefix}
7. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix { level { 1 | 2 }}

8. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link exclude interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix exclude interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

9. 次のいずれかを実行します。

• fast-reroute per-link lfa-candidate interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix lfa-candidate interface type interface-path-id { level { 1 | 2 }}

10. 次のいずれかを実行します。

• 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   

指定したルーティングプロセスの IS-ISルーティ
ングをイネーブルにし、ルータをルータコン

router isis instance-id

例：

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

ステップ 2   

フィギュレーションモードにします。この例で

は、IS-ISインスタンスは ispと呼ばれます。
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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-isis)# interface POS
0/1/0/3

ステップ 3   

（任意）隣接関係のタイプを設定します。circuit-type { level-1 | level-1-2 | level-2-only }

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# circuit-type
level-1

ステップ 4   

アドレスファミリを指定し、ルータアドレス

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 | multicast ]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if)# address-family
ipv4 unicast

ステップ 5   

•この例では、ユニキャスト IPv4アドレス
ファミリを指定します。

高速再ルーティング計算をリンクごとまたはプ

レフィックスごとに設定します。

fast-reroute {per-link | per-prefix}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router8(config-isis-if-af)#
fast-reroute per-link

ステップ 6   

• per-link：プレフィックスに依存しないリ
ンクごとの計算に使用します。

• per-prefix：プレフィックス依存の計算に使
用します。

あるレベルの高速再ルーティングのリンク単位

またはプレフィックス単位の計算を設定します。

レベル 1またはレベル 2を使用します。

次のいずれかを実行します。ステップ 7   

• fast-reroute per-link { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix { level { 1 | 2 }}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-link level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix level 2

高速再ルーティング計算からインターフェイス

を除外します。

次のいずれかを実行します。ステップ 8   

• fast-reroute per-link exclude interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix exclude interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}
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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-isis-if-af)#fast-reroute
per-link exclude interface Loopback0 level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix exclude interface POS0/6/0/0 level 2

インターフェイスを高速再ルーティング計算の

LFAの候補に含めるよう設定します。
次のいずれかを実行します。ステップ 9   

• fast-reroute per-link lfa-candidate interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

• fast-reroute per-prefix lfa-candidate interface type
interface-path-id { level { 1 | 2 }}

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-link lfa-candidate interface MgmtEth0/RP0/CPU0/0
level 1

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-if-af)#fast-reroute
per-prefix lfa-candidate interface
MgmtEth0/RP1/CPU0/0 level 2

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステッ

プ 10   •• 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

end

• commit

例：

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

before exiting(yes/no/cancel)?[cancel]:

または

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

◦ 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
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目的コマンドまたはアクション

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。

IS-IS 過負荷ビット無効化の設定
ここでは、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする方法について説明します。

はじめる前に

IS-IS過負荷ビット無効化機能は、次のCisco IOSXR機能をサポートするネットワークでのみ有効
です。

• MPLS

• IS-IS

手順の概要

1. configure
2. mpls traffic-eng path-selection ignore overload

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過負荷ビット無効化をアクティブにし
ます。

mpls traffic-eng path-selection ignore overload

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng
path-selection ignore overload

ステップ 2   
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IS-IS の実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

シングルトポロジ IS-IS for IPv6 の設定：例
次に、single-topologyモードのイネーブル化の例を示します。 IS-ISインスタンスが作成され、NET
が定義され、インターフェイス上で IPv6が IPv4と共に設定され、IPv4リンクトポロジが IPv6で
使用されます。

この設定は、POSインターフェイス 0/3/0/0が IPv4アドレスと IPv6アドレスの両方の隣接関係を
形成できるようにします。

router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
address-family ipv6 unicast
single-topology
interface POS0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
address-family ipv6 unicast
!
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv4 address 10.0.1.3 255.255.255.0
ipv6 address 2001::1/64

マルチトポロジ IS-IS for IPv6 の設定：例
次に、IPv6に設定されているマルチトポロジ IS-ISを示します。

router isis isp
net 49.0000.0000.0001.00
interface POS0/3/0/0
address-family ipv6 unicast
metric-style wide level 1
exit

!
interface POS0/3/0/0
ipv6 address 2001::1/64

複数インスタンス間での IS-IS ルートの再配布：例
次に、set- attached-bit および redistributeコマンドの使用例を示します。レベル 1に制限された
インスタンス「1」とレベル 2に制限されたインスタンス「2」の 2つのインスタンスが設定され
ています。
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再配布を使用してレベル 1のインスタンスからレベル 2のインスタンスにルートが伝播します。
レベル 1のルートが優先されるように、レベル 2インスタンスのアドミニストレーティブディス
タンスが明示的に大きく設定されていることに注目してください。

レベル 1インスタンスはレベル 2インスタンスへの再配布ルートであることから、レベル 1イン
スタンスには attachedビットが設定されています。このため、インスタンス「1」はエリアから
バックボーンへ到達するための適切な候補になります。

router isis 1
is-type level-2-only
net 49.0001.0001.0001.0001.00
address-family ipv4 unicast
distance 116
redistribute isis 2 level 2

!
interface GigabitEthernet 0/3/0/0
address-family ipv4 unicast
!
!
router isis 2
is-type level-1
net 49.0002.0001.0001.0002.00
address-family ipv4 unicast
set

-attached
-bit

!
interface GigabitEthernet 0/1/0/0
address-family ipv4 unicast

ルートのタギング：例

次に、ルートのタギングの例を示します。

route-policy isis-tag-55
end-policy
!
route-policy isis-tag-555
if destination in (5.5.5.0/24 eq 24) then
set tag 555
pass

else
drop

endif
end-policy
!
router static
address-family ipv4 unicast
0.0.0.0/0 2.6.0.1
5.5.5.0/24 Null0
!
!
router isis uut
net 00.0000.0000.12a5.00
address-family ipv4 unicast
metric-style wide
redistribute static level-1 route-policy isis-tag-555
spf prefix-priority critical tag 13
spf prefix-priority high tag 444
spf prefix-priority medium tag 777
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IS-IS 過負荷ビット無効化の設定：例
次に、IS-IS過負荷ビット無効化をアクティブにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# mpls traffic-eng path-selection ignore overload
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

次に、IS-IS過負荷ビット無効化を非アクティブにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no mpls traffic-eng path-selection ignore overload
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#

次の作業
他の IPルーティングプロトコルを実装するには、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Configuration Guide』の次のドキュメントモジュールを参照してください。

•「OSPFの実装」

•「BGPの実装」

•「EIGRPの実装」

•「RIPの実装」

その他の関連資料
ここでは、IS-ISの実装に関する参考資料について説明します。

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Routing Command Reference』

IS-ISコマンド：コマンド構文の詳細、コマンド
モード、コマンド履歴、デフォルト設定、使用

に関する注意事項、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router MPLS Configuration Guide』の「
Implementing MPLS Traffic Engineering on Cisco
ASR 9000 Series Router」モジュール

MPLS TE機能情報

『Intermediate System-to-Intermediate System
(IS-IS) TLV』： http://www.cisco.com/en/US/tech/
tk365/technologies_tech_
note09186a0080094bbd.shtml

IS-IS TLV
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マニュアルタイトル関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router Interface and Hardware Component
Configuration Guide』および『Cisco ASR 9000
Series Aggregation Services Router Interface and
Hardware Component Command Reference』

双方向フォワーディング検出（BFD）

標準

タイトル標準

『Routing IPv6 with IS-IS』（Christian E. Hopps）Draft-ietf-isis-ipv6-05.txt

『M-ISIS: Multi Topology (MT) Routing in IS-IS』
（Tony Przygienda、Naiming Shen、Nischal
Sheth）

Draft-ietf-isis-wg-multi-topology-06.txt

『IS-IS Extensions for Traffic Engineering』（Henk
Smit、Toni Li）

Draft-ietf-isis-traffic-05.txt

『Restart Signaling for IS-IS』（M. Shand、Les
Ginsberg）

Draft-ietf-isis-restart-04.txt

『Point-to-point operation over LAN in link-state
routing protocols』（Naiming Shen）

Draft-ietf-isis-igp-p2p-over-lan-05.txt

『IP Fast Reroute Framework』（M. Shand、S.
Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-ipfrr-framework-06.txt

『A Framework for Loop-free Convergence』（M.
Shand、S. Bryant）

Draft-ietf-rtgwg-lf-conv-frmwk-00.txt

MIB

MIB のリンクMIB

Cisco IOS XRソフトウェアを使用してMIBの
場所を特定してダウンロードするには、次の

URLにある Cisco MIB Locatorを使用して、
[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

—
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RFC

タイトルRFC

『OSI IS-IS Intra-domain Routing Protocol』RFC 1142

『Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual
Environments』

RFC 1195

『Dynamic Hostname Exchange Mechanism for
IS-IS』

RFC 2763

『Domain-wide Prefix Distribution with Two-Level
IS-IS』

RFC 2966

『IS-IS Mesh Groups』RFC 2973

『IS-IS Transient Blackhole Avoidance』RFC 3277

『Three-Way Handshake for IS-IS Point-to-Point
Adjacencies』

RFC 3373

『IS-IS Cryptographic Authentication』RFC 3567

『IS-IS Management Information Base』RFC 4444

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サイトでは、
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などの、数

千ページに及ぶ技術情報が検索可能です。

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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