
Cisco ASR 9000 シリーズルータへの RCMD の
実装

このモジュールでは、RCMDの実装方法について説明します。

RCMD 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 4.2.0

• ルート収束モニタリングおよび診断, 2 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断の設定, 2 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモニタリング, 6 ページ

• ルート収束モニタリングおよび診断の OSPFタイプ 3/5/7リンクステートアドバタイズメン
トのモニタリング, 6 ページ

• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化, 7 ページ

• OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化, 9 ページ

• タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化, 11 ページ

• IS-ISのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 13 ページ

• OSPFのプレフィックスの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 13 ページ

• タイプ 3/5/7の OSPF LSAの RCMDモニタリングのイネーブル化：例, 13 ページ

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    

    OL-28384-01-J 1



ルート収束モニタリングおよび診断
Route Convergence Monitoring and Diagnostics（RCMD）は、OSPFと ISISのコンバージェンスイベ
ントをモニタし、SPFの実行とルートおよびルータ上のすべての LCの LDPラベルのプロビジョ
ニングにかかる時間についての詳細情報を収集します。

RCMDはルートの収束に関するデータを収集およびレポートするツールです。RCMDメカニズム
の主な機能は次のとおりです。

•ルーティングコンポーネント間でルートフローマーカーを使用する Lightweightおよび常時
接続（すべてのノードおよびMC）。

•ほとんどの収束イベントと影響を受けるすべてのルートを追跡。

•各コンバージェンスイベントベースの統計情報とタイムラインを含むルータ内ビューを装
備。

•タイムライン/SLAを測定し、指定した EEMアクションを超過時にトリガー。

• CLI/XMLインターフェイスによる「ルータ上」レポート。

•各 RCMD対応ルータは収束に関するデータのダイジェストを提供。

RCMDで監視およびレポートされるイベントは、次のとおりです。

• OSPFおよび IS-IS SPFイベント（デフォルト VRFのみ）。

•特定の外部またはエリア間のレベルのプレフィックスの追加/削除。

• LSA/LSPの変更に対する IGPフラッディングの伝搬遅延。

RCMDは次の 2種類のモードで動作します。

•モニタリング：イベントを検出し、収束を測定します。

•診断：「異常な」イベントの詳細（デバッグ）情報収集

ルート収束モニタリングおよび診断の設定
ルート収束モニタリングおよび診断を設定するには、次の作業を行います。
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手順の概要

1. configure
2. router-convergence
3. collect-diagnostics location
4. event-buffer-size number
5. max-events-stored number
6. monitoring-interval minutes
7. node node-name
8. protocol
9. priority
10. disable
11. leaf-network number
12. threshold value
13. storage-location
14. diagnostics directory-path-name
15. diagnostics-size
16. reports directory-path-name
17. reports-size

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   

ルータの収束モニタリング診断（rcmd）
のコンフィギュレーションモードを開始

します。

router-convergence

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

ステップ 2   

指定したノードの診断を収集するように設

定します。

collect-diagnostics location

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#collect-diagnostics
0/3/CPU0

ステップ 3   

イベントトレースを保存するためにイベ

ントバッファサイズを（イベント数とし

て）設定します。

event-buffer-size number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#event-buffer-size 100

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

サーバに保存されるイベントの最大数を設

定します。

max-events-stored number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#max-events-stored 10

ステップ 5   

ログを収集する間隔（分）を設定します。monitoring-interval minutes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#monitoring-interval 120

ステップ 6   

指定したノードにパラメータを設定しま

す。

node node-nameステップ 7   

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

RCMDパラメータを設定するプロトコル
を指定します。

protocol

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#protocol ISIS
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#

ステップ 8   

• ISIS：ISISプロトコルに関連するパ
ラメータを設定するには、ISISを設
定します。

• OSPF：OSPFプロトコルに関連する
パラメータを設定するには、OSPFを
設定します。

指定したプロトコルのルート収束モニタリ

ングのプライオリティを設定します。

priority

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto)#priority critical

ステップ 9   

• Critical：プライオリティが「critical」
のルートのルートコンバージェンス

を監視するよう設定RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#

• High：プライオリティが「high」の
ルートのルートコンバージェンスを

監視するよう設定

• High：プライオリティが「medium」
のルートのルートコンバージェンス

を監視するよう設定

• Low：プライオリティが「low」の
ルートのルートコンバージェンスを

監視するよう設定
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目的コマンドまたはアクション

指定したプライオリティのルートコンバー

ジェンスのモニタリングをディセーブルに

します。

disable

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#disable

ステップ 10   

リーフネットワークのモニタリングをイ

ネーブルにします。監視するリーフネッ

leaf-network number

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#leaf-network
100

ステップ 11   

トワークの最大数を指定します。最大数

の範囲は 10～ 100です。

コンバージェンスのしきい値をミリ秒で指

定します。しきい値は範囲内から選択し

threshold value

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-proto-prio)#threshold
1000

ステップ 12   

ます。範囲は 0～ 4294967295ミリ秒で
す。

診断レポートを格納するディレクトリの絶

対パスを指定します。

storage-location

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd)#storage-location
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#

ステップ 13   

診断レポートを格納するディレクトリの絶

対パスを指定します。 directory-path-name
diagnostics directory-path-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#diagnostics
/disk0:/rcmd

ステップ 14   

を設定します。例：/disk0:/rcmd/または
<tftp-location>/rcmd/

診断ディレクトリの最大サイズを指定しま

す。サイズを%で設定します。範囲は 5
%～ 80 %です。

diagnostics-size

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)# diagnostics-size
8

ステップ 15   

レポートを格納するディレクトリの絶対パ

スを指定します。 directory-path-nameを設
reports directory-path-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports
/disck0:/rcmd

ステップ 16   

定します。例：/disk0:/rcmd/または
<tftp-location>/rcmd/

レポートディレクトリの最大サイズを指

定します。サイズを%で設定します。範
囲は 5 %～ 80 %です。

reports-size

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rcmd-store)#reports-size 8

ステップ 17   
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ルート収束モニタリングおよび診断のプレフィックスモ

ニタリング
ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のプレフィックスモニタリング機能を使用すると、
Open Shortest Path First（OSPF）および Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）の内部
ゲートウェイプロトコル（IGP）の特定のプレフィックスの収束をモニタできます。 IGPでは、
ルート情報が作成されると、設定されているプレフィックスリストと照合してプレフィックスが

確認されます。モニタするプレフィックスが見付かった場合は、モニタ対象としてマークされ、

各プレフィックスの変更イベントに関する情報がキャプチャされます。RCMDのプレフィックス
モニタリングでは、ネットワーク内のRCMD対応の各ルータで特定のプレフィックスを個別にモ
ニタします。最大で 10個のプレフィックスをモニタできます。個々のプレフィックスのモニタ
リングは、特定のサービスエンドポイントの接続および可用性をモニタするためにカスタマー

ネットワークのエッジで有効にされているプローブを補完するものです。

IS-ISのプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングをイネーブルにするには、
ルータの IS-IS収束モニタリングコンフィギュレーションモードで、prefix-listコマンドを設定し
ます。OSPFのプレフィックスに対するRCMDプレフィックスモニタリングをイネーブルにする
には、ルータの OSPF収束モニタリングコンフィギュレーションモードで、prefix-listコマンド
を設定します。

個別のプレフィックスモニタリングの場合、モニタリングによってOSPFまたは ISISルートの収
束に影響が生じないように、プレフィックスはルート計算のために表示される前にマークされま

す。

ルート収束モニタリングおよび診断の OSPF タイプ 3/5/7
リンクステートアドバタイズメントのモニタリング

ルート収束モニタリングおよび診断（RCMD）のOSPFタイプ 3/5/7のリンクステートアドバタイ
ズメント（LSA）のモニタリング機能では、LSAのモニタリング中にLSAにフラグを付けて区別
します。タイプ 3/5/7 LSAに対するルートの変更は、モニタする必要があります。ルート計算の
際に、ルートの送信元がタイプ3/5/7LSAのようであり、ルート変更が追加または削除アクション
である場合は、それらのプレフィックスをモニタする必要があります。RCMDでは、タイプ3/5/7
LSAのすべてを対象として、利用可能なパスの削除（パージ操作）と最初のパスの追加（復元操
作）をすべてモニタします。OSPFタイプ 3/5/7 LSAは個々のプレフィックスごとにモニタされ、
報告されます。ただし、パスの変更に関連する変更操作は全体としての到達可能性に影響を与え

ないため、モニタされません。レポート用にすべてのプレフィックスがログに記録されますが、

収束のトラッキングはSPFの実行で影響を受ける最初の10個のプレフィックスにレート制限され
ます。

RCMDOSPFタイプ 3/5/7 LSAのモニタリングをイネーブルにするには、ルータの OSPF収束モニ
タリングコンフィギュレーションモードで、track-external-routesと track-summary-routesを設
定します。
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IS-IS のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化

IS-ISのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、
次の作業を実行します。

はじめる前に

個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコ
マンドを使用して、プレフィックスのリストを作成します。次に、prefix-listコマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router isis instance-id
3. address-family {ipv4 {unicast | multicast} | ipv6 {unicast | multicast}}
4. monitor-convergence
5. prefix-list prefix-list-name
6. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモード

を開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

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

router isis instance-id

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

ステッ

プ 2   
ルータコンフィギュレーションモードにし

ます。

IS-ISアドレスファミリのコンフィギュレー
ションモードを開始します。

address-family {ipv4 {unicast | multicast} | ipv6 {unicast |
multicast}}

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

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

IS-ISプロトコルのルート収束モニタリング
をイネーブルにします。

monitor-convergence

例：
RP/0/RP0/CPU0:P1_CRS-8(config-isis-af)#monitor-convergence

ステッ

プ 4   

IS-ISのプレフィックスの個々のプレフィッ
クスモニタリングを有効にします。

prefix-list prefix-list-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isis-af-rcmd)#prefix-list
isis_monitor

ステッ

プ 5   

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

end

• commit

例：

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

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

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。

•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。
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OSPF のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化

OSPFのプレフィックスに対する個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、
次の作業を実行します。

はじめる前に

個々のプレフィックスのモニタリングをイネーブルにするには、最初に {ipv4 | ipv6} prefix-listコ
マンドを使用して、プレフィックスのリストを作成します。次に、prefix-listコマンドでこのプレ
フィックスリストを使用します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf ospf-process-name
3. monitor-convergence
4. prefix-list prefix-list-name
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開

始します。

configure

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスに OSPFルー
ティングをイネーブルにし、ルータコンフィ

ギュレーションモードでルータを配置します。

router ospf ospf-process-name

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

ステッ

プ 2   

OSPFルート収束モニタリングをイネーブルに
します。

monitor-convergence

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

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

OSPFのプレフィックスの個々のプレフィック
スモニタリングを有効にします。

prefix-list prefix-list-name

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#prefix-list
ospf_monitor

ステッ

プ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   •• end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)# 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)# commit れ、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータがEXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレー
ションセッションが終了して、ルー

タがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

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

ます。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミッ

トされません。

•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。
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タイプ 3/5/7 の OSPF LSA の RCMD モニタリングのイネー
ブル化

タイプ 3/5/7 OSPF LSAに対する RCMDのモニタリングをイネーブルにするには、次の作業を実
行します。

手順の概要

1. configure
2. router ospf 100
3. track-external-routes
4. track-summary-routes
5. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーション

モードを開始します。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

指定したルーティングプロセスにOSPF
ルーティングをイネーブルにし、ルー

router ospf 100

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router ospf 100

ステッ

プ 2   
タコンフィギュレーションモードで

ルータを配置します。

外部の（タイプ 3/5/7）LSAプレフィッ
クスモニタリングの追跡を有効にしま

す。

track-external-routes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-external-routes

ステッ

プ 3   

サマリー（エリア間）ルートのモニタ

リングの追跡を有効にします。

track-summary-routes

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ospf-af-rcmd)#track-summary-routes

ステッ

プ 4   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 5   

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

• 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,

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
commit them
before exiting(yes/no/cancel)?
[cancel]:または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# 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。

•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。
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IS-IS のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の IS-ISプレフィックスに対する RCMDプレフィックスモニタリングを実行す
る例を示します。

ipv6 prefix-list isis_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router isis isp
address-family ipv6 unicast
monitor-convergence
prefix-list isis_monitor

OSPF のプレフィックスの RCMD モニタリングのイネーブ
ル化：例

この例では、個々の OSPFプレフィックスに対する RCMDモニタリングをイネーブルにする例を
示します。

ipv6 prefix-list ospf_monitor
10 permit 2001:db8::/32
!
router ospf 100
monitor-convergence
prefix-list ospf_monitor

タイプ 3/5/7 の OSPF LSA の RCMD モニタリングのイネー
ブル化：例

この例では、OSPF外部 LSAとサマリールートに対するプレフィックスモニタリングの追跡をイ
ネーブルにする例を示します。

router ospf 100
monitor-convergence
track-external-routes
track-summary-routes
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