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はじめに

このコマンドリファレンスは、Cisco IOS XRインターフェイスコマンドについて説明していま
す。 『Cisco ASR 9000シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハー
ドウェアコンポーネントのコマンドリファレンス』の「はじめに」で説明する内容は、次のと

おりです。

• マニュアルの変更履歴, xix ページ

• マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート, xix ページ

マニュアルの変更履歴
この項では、初版後このマニュアルに加えられた技術的な変更の履歴を示します。

表 1：マニュアルの変更履歴

変更点日付リビジョン

このマニュアルの初版。2012年 12月OL-28450-01-J

マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URLで、毎
月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お
よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSSフィードとして購読できます。また、リー
ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ

ともできます。RSSフィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSSバージョン2.0をサポー
トしています。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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マニュアルの入手方法およびテクニカルサポート



Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長
分割多重コマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで高密度波長分割多重（DWDM）を設定
するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• admin-state, 3 ページ

• controller dwdm, 5 ページ

• g709 bdi-to-client-gais, 7 ページ

• g709 fec, 9 ページ

• g709 odu overhead tti , 11 ページ

• g709 odu report disable, 13 ページ

• g709 otu overhead tti, 15 ページ

• g709 otu report disable, 17 ページ
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• loopback（DWDM）, 27 ページ
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• pm fec threshold, 35 ページ

• pm optics report enable, 37 ページ
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• pm optics threshold, 39 ページ

• pm otn report enable, 41 ページ

• pm otn threshold, 46 ページ
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admin-state
DWDMポートの転送管理状態を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで
admin-stateコマンドを使用します。管理状態を DWDMポートからデフォルトに戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

admin-state {in-service| out-of-service}

no admin-state {in-service| out-of-service}

___________________
構文の説明 DWDMポートをインサービス（IS）にして、すべての通常の動作をサポー

トするようにします。

in-service

DWDMポートをアウトオブサービス（OOS）状態にします。レーザーが
オフになり、すべてのトラフィックフローが停止します。これはデフォ

ルトです。

out-of-service

___________________
コマンドデフォルト アウトオブサービスは、デフォルトの転送管理状態です。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

admin-state out-of-serviceを設定すると、DWDMポートがOOS状態になります。レーザーがオフ
になり、トラフィックフローが停止し、予防的保護がディセーブルになります。しかし、設定変

更はまだポートで行うことができます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm
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___________________
例 次の例では、レーザーをオンにして DWDMポートをインサービス（IS）状態にする方法を示し

ます。

これは、必要な設定です。 DWDMカードはこの設定なしでは動作しません。（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state in-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

次の例に、DWDMポートですべての動作を停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state out-of-service
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controller dwdm
DWDMコントローラを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで controller
dwdmコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

controller dwdm interface-path-id

no controller dwdm interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

read, writeinterface

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 6で DWDMコントローラを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 bdi-to-client-gais
逆方向障害表示（BDI）検出時にクライアントにGeneric Alarm Indication Signal（GAIS）パターン
を挿入するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 bdi-to-client-gaisコマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 bdi-to-client-gais

no g709 bdi-to-client-gais

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、クライアントへの GAISが挿入されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、BDIの受信時に、クライアントへのGenericAlarm Indication Signal（GAIS）パターン信号の

送信を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 bdi-to-client-gais
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 fec
DWDMコントローラの前方誤り訂正（FEC）モードを設定するには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで g709 fecコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

g709 fec {[disable]| enhanced| standard| kuy var}

no g709 fec {disable| enhanced| standard}

___________________
構文の説明 FECをディセーブルにします。disable

ITU-T G.975.1 I.4 FECをイネーブルにします。enhanced

標準 FECモードをイネーブルにします。これがデフォルトです。standard

___________________
コマンドデフォルト 標準 FECモードはデフォルトでイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco CRSルータ（ITU-T G.975.1 I.7）と Cisco ASR 9000シリーズルータ（ITU-T G.975.1 I.4）
でサポートされる拡張 FECモードは異なるため、互換性がありません。これらのルータ間の
DWDMの相互運用性をサポートするために、標準 FECを設定する必要があります。

（注）
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g709 fecコマンドは、DWDMコントローラポートがアウトオブサービス管理状態の場合だけ使用
できます。 admin-state out-of-serviceコマンド使用して動作を停止します。

コントローラで前方誤り訂正（FEC）モードをイネーブルにするには、G.709ラッパーをイネーブ
ルにする必要があります。

標準 FECがデフォルトのモードです。したがって、no g709 fecコマンドを使用する場合は、標準
FECが使用されます。

FECモードを表示するには、show controller dwdmコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、DWDMコントローラで FECモードを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state out-of-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 fec standard
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# admin-state in-service
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

転送管理状態を DWDMポートで設定します。admin-state, （3ページ）

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、およびDWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）

BDI検出時にクライアントに GAISパターンを挿入しま
す。

g709 bdi-to-client-gais, （7ページ）
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g709 odu overhead tti
Optical Channel Data Unit（ODU）のトレール追跡 ID（TTI）レベルを設定するには、DWDMコン
フィギュレーションモードで g709 odu overhead ttiコマンドを使用します。デフォルトに戻るに
は、no形式のコマンドを使用します。

g709 odu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex}tti-string

no g709 odu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex}tti-string

___________________
構文の説明

予想される TTI文字列を設定します。expected

送信 TTI文字列を設定します。sent

文字列が ASCII形式であることを示します。ascii

文字列が 16進数形式であることを示します。hex

TTIレベル文字列。ASCII文字列形式または 16進形式で TTIレベル文字列
を設定できます。 ASCIIテキスト文字列には、最大 64文字を使用できま
す。 16進文字列の長さは偶数にする必要があり、最大 128バイトです。

tti-string

___________________
コマンドデフォルト TTIレベル文字列は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 odu overhead tti expected test OTU 5678

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 odu report disable
選択した Optical Channel Data Unit（ODU）アラームの DWDMコントローラ用のコンソールへの
ロギングをディセーブルにするには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 odu report
disableコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

g709 odu report {ais| bdi| lck| oci| ptim| tim} disable

no g709 odu report {ais| bdi| lck| oci| ptim| tim} disable

___________________
構文の説明

アラーム表示信号のレポートステータス。ais

逆方向障害表示のレポートステータス。bdi

ロックされたアップストリーム接続のレポートステータス。lck

オープン接続表示エラーレポートの状態。oci

ペイロードタイプ IDミスマッチのレポートステータス。ptim

トレース IDミスマッチのレポートステータスを設定します。tim

___________________
コマンドデフォルト レポートはすべてのキーワードでイネーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、OCIの ODUレポートをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 odu report oci disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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g709 otu overhead tti
DWDMコントローラのOTUトレール追跡 ID（TTI）バッファを設定するには、DWDMコンフィ
ギュレーションモードで g709 otu overhead ttiコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻す
には、このコマンドの no形式を使用します。

g709 otu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex} tti-string

no g709 otu overhead tti {expected| sent} {ascii| hex} tti-string

___________________
構文の説明

予想される TTI文字列を設定します。expected

送信 TTI文字列を設定します。sent

文字列が ASCII形式であることを示します。ascii

文字列が 16進数形式であることを示します。hex

TTI文字列。最大 64文字を使用できます。tti-string

___________________
コマンドデフォルト TTI文字列は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

TTI文字列を表示するには、show controller dwdm g709コマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu overhead tti expected test OTU 5678

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 otu report disable
選択した Optical Channel Transport Unit（OTU）アラームの DWDMコントローラ用のコンソール
へのロギングをディセーブルにするには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 otu
report disableコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

g709 otu report {bdi| fecmismatch| iae| lof| lom| los| sd-ber| sf-ber| tim} disable

no g709 otu report {bdi| fecmismatch| iae| lof| lom| los| sd-ber| sf-ber| tim} disable

___________________
構文の説明

逆方向障害表示のレポートステータス。bdi

FECミスマッチアラームのレポートステータス。fecmismatch

着信アライメントエラーのレポートステータス。iae

OTUフレーム損失のレポートステータス。lof

複数フレーム損失のレポートステータス。lom

信号損失のレポートステータス。los

SMビットエラーレート（BER）は、信号劣化BERしきい値を超えてい
ます。

sd-ber

SM BERは、信号障害 BERしきい値を超えています。sf-ber

トレース IDミスマッチのレポートステータス。tim

___________________
コマンドデフォルト レポートはすべてのキーワードでイネーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、IAEの OTUレポートをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu report iae disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 otu threshold
選択した Optical Channel Transport Unit（OTU）ビットエラーレート（BER）アラームのしきい値
を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 otu thresholdコマンドを使用し
ます。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 otu threshold {sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

no g709 otu threshold {sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

___________________
構文の説明 1～ 9の範囲の信号劣化ビットエラーレート（BER）。bit-error-rate

は、10進法の負の指数を指定します（10–bit-error-rate）。デフォルト
は 6（10-6）です。

sd-ber bit-error-rate

1～ 9の範囲のしきい値超過信号障害BER。bit-error-rateは、10進法の
負の指数を指定します（10–bit-error-rate）。デフォルトは 3（10-3）で
す。

sf-ber bit-error-rate

___________________
コマンドデフォルト sd-berのデフォルトビットエラーは 6です。

sf-berのデフォルトビットエラーは 3です。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
例 次に、信号障害 BERレートを 5に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 otu threshold sf-ber 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 tim-to-client-gais
トレース IDミスマッチ（TIM）検出時にクライアント側にGenericAlarm Indication Signal（GAIS）
を挿入するには、DWDMコンフィギュレーションモードで g709 tim-to-client-gaisコマンドを使
用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

g709 tim-to-client-gais

no g709 tim-to-client-gais

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、クライアントへの GAISが挿入されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、TIMの受信時にクライアントへの GAISを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 tim-to-client-gais

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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g709 tti-processing
トレース IDミスマッチ（TIM）アラームをイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレーショ
ンモードでg709 tti-processingコマンドを使用します。TIMアラームをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

g709 tti-processing

no g709 tti-processing

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、トレース IDミスマッチ（TIM）アラームはディセーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

トレース IDミスマッチ（TIM）アラームはTTI処理がイネーブルの場合にだけ設定できます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、予想される TTI文字列を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# g709 tti-processing

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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log signal
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の10ミリ秒予防的モニタリングをイネーブルにす
るには、DWDMコンフィギュレーションモードで log signalコマンドを使用します。予防的モニ
タリングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

log signal file-name

no log signal file-name

___________________
構文の説明

ログファイルの名前を指定します。file-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の10ミリ秒予防的モニタリングをイネーブ

ルにする方法の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# log signal LogFile1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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loopback（DWDM）
ループバックモードの DWDMコントローラを設定するには、DWDMコンフィギュレーション
モードで loopbackコマンドを使用します。コンフィギュレーションファイルからループバック
DWDMコマンドを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

loopback {internal| line}

no loopback {internal| line}

___________________
構文の説明

すべてのパケットがルータにループバックされることを指定します。internal

着信ネットワークパケットがDWDMネットワークにループバックされるこ
とを指定します。

line

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

DWDMコントローラでは、診断用に内部と回線という2つのループバック動作モードがサポート
されています。ターミナル（内部）ループバックモードでは、PLIMのレイヤ 2フレーマからの
受信データ（POSの SONET/SDHフレーマまたは 10GEのイーサネットMAC）がフレーマの入力
側にループバックされます。これにより、パケットが PLIMにループバックされます。回線ルー
プバックモードでは、受信したトランク/DWDM回線 Rxを回線へのトランク/DWDM回線 Txに
接続できます。これは、回線の診断に使用されます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次の例では、すべてのパケットが DWDMコントローラにループバックされます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# loopback internal

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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network connection id
マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）の接続 IDを設定するには、DWDMコンフィ
ギュレーションモードでnetworkconnection idコマンドを使用します。接続 IDを削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

network connection id id-number

no network connection id id-number

___________________
構文の説明

接続 ID。id-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）の接続 IDを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# network connection id 1/1/1/1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPのポートに ID番号を割り当てます。network port id, （31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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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network port id
マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）のポートに ID番号を割り当てるには、
DWDMコンフィギュレーションモードで network port idコマンドを使用します。ポートから ID
番号を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

network port id id-number

no network port id id-number

___________________
構文の説明

ポート ID。id-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、マルチサービストランスポートプロトコル（MSTP）のポートに ID番号を割り当てる例を

示します。

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

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# network port id 1/0/1/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

MSTPの接続 IDを設定します。network connection id, （29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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x
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pm fec report enable
FECのしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで pm fec report enableコマンドを使用します。 TCAsをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} fec report {ec-bits| uc-words} enable

no pm {15-min| 24-hour} fec report {ec-bits| uc-words} enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォーマンスモニタリングの時間
間隔で、DWDMトランク回線で訂正されたビットエラーの数を示します。

ec-bits

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で検出された訂正できない語の数です。

uc-words

___________________
コマンドデフォルト TCAはディセーブルです。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

FECパフォーマンスの測定情報を表示するには、show controller dwdm pm fecコマンドを使用し
ます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、訂正不可能な語の FECのレポートで TCAをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min fec report uc-words enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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pm fec threshold
FEC層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーショ
ンモードで pm fec thresholdコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} fec threshold {ec-bits| uc-words} threshold

no pm {15-min| 24-hour}fec threshold {ec-bits| uc-words} threshold

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォーマンスモニタリングの時間
間隔で、DWDMトランク回線で訂正されたビットエラーの数を示します。

ec-bits

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で検出された訂正できない語の数です。

uc-words

1～ 4294967295の範囲のパフォーマンスモニタリングパラメータのしき
い値。

threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されていません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

FEC層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm fecコマンドを使用
します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、訂正不可能な語のFEC層パフォーマンスモニタリングしきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min fec threshold uc-words 2000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm optics report enable
光層でしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにするには、DWDMコンフィギュレー
ションモードで pm optics report enableコマンドを使用します。 TCAレポートをディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} optics report {lbc| opr| opt} {max-tca| min-tca} enable

no pm {15-min| 24-hour} optics report {lbc| opr| opt} {max-tca| min-tca} enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour

レーザーバイアス電流。lbc

単方向ポートの光パワー。opr

光パワーを送信します（dBm）。opt

TCAを生成する必要があるかどうかを判別するために、パラメータの最
大値がしきい値と比較されることを示します。

max-tca

TCAを生成する必要があるかどうかを判別するために、パラメータの最
小値がしきい値と比較されることを示します。

min-tca

___________________
コマンドデフォルト TCAレポートはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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光のパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、show controller dwdm pm opticsコマンド
を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、最大 OPTの光層レポートについて TCAレポートをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min optics report opt max-tca enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm optics threshold
光層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーション
モードで pm optics thresholdコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} optics threshold {lbc| opr| opt}{max| min} threshold

no pm {15-min| 24-hour} optics threshold {lbc| opr| opt} {max| min} threshold

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour

レーザーバイアス電流。lbc

単方向ポートの光パワー。opr

光パワーを送信します（dBm）。opt

thresholdがパラメータの最大値であることを示します。max

thresholdがパラメータの最小値であることを示します。min

パフォーマンスモニタリングパラメータのしきい値。threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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光層のパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、show controller dwdm pm opticsコマン
ドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、最大 OPTの光層パフォーマンスモニタリングしきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min optics threshold opt max 2000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm otn report enable
Optical Transport Network（OTN）層でしきい値超過アラート（TCA）の生成をイネーブルにする
には、DWDMコンフィギュレーションモードで pm otn report enableコマンドを使用します。
TCAレポートをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} otn report otn-parameter enable

no pm {15-min| 24-hour} otn report otn-parameter enable

___________________
構文の説明 15分間隔の TCA生成を設定します。15-min

24時間間隔の TCA生成を設定します。24-hour
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しきい値を設定する特定のパラメータ。次の OTNパラメータを指定できます。

• bbe-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示
します。

• bbe-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。

• bbe-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示します。

• bbe-sm-ne：近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。

• bber-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録
されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。

• bber-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセク
ションに記録されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-sm-ne -近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）

• es-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を示します。

• es-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。

• es-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー秒数を
示します。

• es-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。

• esr-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数比を示しま
す。

otn-parameter
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• esr-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。

• esr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

• esr-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。

• fc-pm-fe：遠端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。パフォーマン
スモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された障害カウントを示しま
す。

• fc-pm-ne：近端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。

• fc-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された障害カウント
を示します。

• fc-sm-ne：近端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。

• ses-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒数を示
します。

• ses-pm-ne：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。

• ses-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大エ
ラー秒数を示します。

• ses-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。

• sesr-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒
数比を示します。

• sesr-pm-ne：近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。

• sesr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。
パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大
エラー秒数比を示します。

• sesr-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。

• uas-pm-fe：遠端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒数を示し
ます。

• uas-pm-ne：近端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。

• uas-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された使用不
可秒数を示します。
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uas-sm-ne：近端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。•

___________________
コマンドデフォルト TCAの生成はイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OTN層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm otnコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、パスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）の OTN層レポートについて TCAの生成を

イネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min otn report esr-pm-fe enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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pm otn threshold
Optical Transport Network（OTN）層でパフォーマンスモニタリングしきい値を設定するには、
DWDMコンフィギュレーションモードで pm otn thresholdコマンドを使用します。 TCAレポー
トをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

pm {15-min| 24-hour} otn threshold otn-paramter enable

no pm {15-min| 24-hour} otn threshold otn-paramter enable

___________________
構文の説明 15分間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。15-min

24時間間隔のパフォーマンスモニタリングしきい値を設定します。24-hour
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しきい値を設定する特定のパラメータ。次の OTNパラメータを指定できます。

• bbe-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示
します。

• bbe-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー
（BBE-PM）。

• bbe-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエラーの数を示します。

• bbe-sm-ne：近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー（BBE-SM）。

• bber-pm-fe：遠端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録
されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-pm-ne：近端のパスモニタリングのバックグラウンドブロックエラー率
（BBER-PM）。

• bber-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）。パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセク
ションに記録されたバックグラウンドブロックエラー率を示します。

• bber-sm-ne -近端のセクションモニタリングのバックグラウンドブロックエ
ラー率（BBER-SM）

• es-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を示します。

• es-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数（ES-PM）。

• es-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー秒数を
示します。

• es-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数（ES-SM）。

otn-parameter
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• esr-pm-fe：遠端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数比を示しま
す。

• esr-pm-ne：近端のパスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）。

• esr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

• esr-sm-ne：近端のセクションモニタリングのエラー秒数比（ESR-SM）。

• fc-pm-fe：遠端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。パフォーマン
スモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された障害カウントを示しま
す。

• fc-pm-ne：近端のパスモニタリングの障害カウント（FC-PM）。

• fc-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された障害カウント
を示します。

• fc-sm-ne：近端のセクションモニタリングの障害カウント（FC-SM）。

• ses-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒数を示
します。

• ses-pm-ne：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数（SES-PM）。

• ses-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大エ
ラー秒数を示します。

• ses-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数（SES-SM）。

• sesr-pm-fe：遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー秒
数比を示します。

• sesr-pm-ne：近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-PM）。

• sesr-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。
パフォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された重大
エラー秒数比を示します。

• sesr-sm-ne：近端のセクションモニタリングの重大エラー秒数比（SESR-SM）。

• uas-pm-fe：遠端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒数を示し
ます。

• uas-pm-ne：近端のパスモニタリングの使用不可秒数（UAS-PM）。
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• uas-sm-fe：遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。パ
フォーマンスモニタリングの時間間隔で OTNセクションに記録された使用不
可秒数を示します。

• uas-sm-ne：近端のセクションモニタリングの使用不可秒数（UAS-SM）。

パフォーマンスモニタリングパラメータのしきい値。threshold

___________________
コマンドデフォルト しきい値は設定されません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

OTN層のパフォーマンス測定情報を表示するには、show controller dwdm pm otnコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、パスモニタリングのエラー秒数比（ESR-PM）のOTN層パフォーマンスモニタリングしき

い値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# pm 15-min otn threshold esr-pm-ne 500000
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング
情報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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proactive
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の自動トリガーをイネーブルにするには、DWDM
コンフィギュレーションモードで proactiveコマンドを使用します。自動トリガーをディセーブ
ルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

予防的保護機能のサポートがこれらのModular Port Adaptors
（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm
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___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）の自動トリガーをイネーブルにする方法の

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive revert threshold
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）ルートから元のルートへの復帰をトリガーする復
帰しきい値を設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードで proactive revert threshold
コマンドを使用します。復帰しきい値を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive revert threshold x-coefficient y-power

no proactive revert threshold x-coefficient y-power

___________________
構文の説明

ビットエラーレート係数（xE-yの x）。指定できる範囲は 1～ 9で
す。デフォルトは 1です。

x-coefficient

ビットエラーレート指数（xE-yの y）。指定できる範囲は 3～ 9で
す。

y-power

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive revert thresholdコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。
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予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、FEC-FRRの復帰しきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive revert threshold 1 9

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive revert window
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）ルートから元のルートへの復帰がトリガーされる
復帰ウィンドウを設定するには、DWDMコンフィギュレーションモードでproactive revertwindow
コマンドを使用します。復帰ウィンドウを削除するには、このコマンドのno形式を使用します。

proactive revert window window

no proactive revert window window

___________________
構文の説明 FEC-FRRからの復帰がトリガーされるウィンドウの時間の長さ（ミリ秒単

位）。指定できる範囲は 2000～ 100000です。
window

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

予防的保護のサポートがこれらのModular Port Adaptors（MPA）
に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、FEC-FRRからの復帰をトリガーできるウィンドウを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive revert window 100000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive trigger threshold
前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）のトリガーしきい値を設定するには、DWDMコン
フィギュレーションモードで proactive trigger thresholdコマンドを使用します。トリガーしきい
値を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive trigger threshold x-coefficient y-power

no proactive trigger threshold x-coefficient y-power

___________________
構文の説明

ビットエラーレート係数（xE-yの x）。指定できる範囲は 1～ 9で
す。デフォルトは 1です。

x-coefficient

ビットエラーレート指数（xE-yの y）。指定できる範囲は 3～ 9で
す。

y-power

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive trigger thresholdコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。
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予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）のトリガーしきい値を設定する方法の例を

示します

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive trigger threshold 1 9

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61ページ）
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proactive trigger window
高速再ルーティングがトリガーされるトリガーウィンドウを設定するには（ミリ秒単位）、DWDM
コンフィギュレーションモードでproactive triggerwindowコマンドを使用します。トリガーウィ
ンドウを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

proactive trigger window window

no proactive trigger window window

___________________
構文の説明 FEC-FRRがトリガーされるウィンドウの時間の長さ（ミリ秒単位）。指定

できる範囲は 10～ 10000です。
window

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード DWDMコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

proactive trigger windowコマンドのサポートがこれらのModular
Port Adaptors（MPA）に追加されました。

• A9K-MPA-2X40GE

• A9K-MPA-1X40GE

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

予防的機能は、前方誤り訂正高速再ルーティング（FEC-FRR）をトリガーするために使用されま
す。

予防的ステータスを表示するには、show controller dwdmproactive statusコマンドを使用します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 59

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
proactive trigger window



___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

___________________
例 次に、高速再ルーティングがトリガーされるトリガーウィンドウを設定する例（ミリ秒単位）を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller dwdm 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dwdm)# proactive trigger window 10000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、および DWDM
コントローラの登録情報とモジュール情報を表示します。

show controller dwdm, （61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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

60 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
proactive trigger window



show controller dwdm
光パラメータ、G.709アラームとカウンタ、およびDWDMコントローラの登録情報とモジュール
情報を表示するには、EXECモードで show controller dwdmコマンドを使用します。

show controller dwdm interface-path-id [g709 [registers]| log| optics [registers]| tdc| wavelength-map]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）G.709 OTNプロトコルのアラームおよびビットエラーのカウンタ
とともに、FEC統計情報としきい値ベースのアラートを表示します。

g709

（任意）信号ロギングに関する情報を表示します。log

（任意）出力レベルと波長などのインターフェイスについての光関連情報を

表示します。

optics

（任意）g709の場合は、プラットフォーム固有のOTNフレーマレジスタを
表示します。opticsの場合は、トランスポンダレジスタを表示します。

registers

（任意）Tunable Dispersion Compensator（TDC）情報を表示します。tdc

（任意）波長情報を表示します。wavelength-map

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdwdm

readinterface

readsonet-sdh

___________________
例 次に、show controllers dwdm g709コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 g709
Thu Jul 1 18:34:20.052 UTC

G709 Status

OTU
LOS = 0 LOF = 0 LOM = 0
BDI = 0 IAE = 1 BIP = 0
BEI = 0 TIM = 0

ODU
AIS = 0 BDI = 0 OCI = 0
LCK = 0 BIP = 0 BEI = 0
PTIM = 0 TIM = 0

FEC Mode: Standard FEC (Default)
EC(current second) = 0 EC = 0 UC = 0
pre-FEC BER < 9.00E-11 Q > 6.45 Q Margin > 7.52

Remote FEC Mode: Standard FEC
FECMISMATCH = 0

Detected Alarms: None
Asserted Alarms: None
Alarm Reporting Enabled for: LOS LOF LOM IAE OTU-BDI OTU-TIM OTU_SF_BER OTU_SD_BER ODU-AIS
ODU-BDI O
CI LCK PTIM ODU-TIM FECMISMATCH
BER Thresholds: OTU-SF = E-3 OTU-SD = E-6

Connectivity Info

Network Port ID: Not Configured
Network Connection ID: Not Configured

OTU TTI Sent String ASCII: Tx TTI Not Configured
OTU TTI Received String ASCII: Rx TTI Not Recieved
OTU TTI Expected String ASCII: Exp TTI Not Configured

ODU TTI Sent String ASCII: Tx TTI Not Configured
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ODU TTI Received String ASCII: Rx TTI Not Recieved
ODU TTI Expected String ASCII: Exp TTI Not Configured

次の表に、show controllers dwdmコマンド出力の選択したフィールドの説明を示します。

表 2： show controllers dwdm コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

アラーム表示信号（AIS）アラームの数。 AIS
は、アップストリームの障害が検出された表示

としてダウンストリームに送信される信号で

す。

AIS

レポートに対してイネーブルになっているア

ラームを一覧表示します。

Alarm reporting enabled for

ユーザから報告されるように指定されているア

ラーム。

Asserted Alarms

逆方向障害表示（BDI）アラームの数。 BDI
は、アップストリーム方向の信号障害に関する

情報を伝送する単一ビットです。

BDI

設定されたビットエラーレートしきい値の値。BER thresholds

ビットインターリーブパリティアラームの数。

BIPは 1バイトで構成され、エラー検出に使用
されます。光チャネルペイロードユニット

（OPU）全体で計算されます。

BIP

コントローラのステータス。Controller State

ハードウェアによって検出されたアラーム。Detected Alarms

修正されたコードワード。これは、FECによっ
て修正された語の数で、/秒として表示されま
す。

EC

コントローラの前方誤り訂正（FEC）モードを
示します。Disabled、EnhancedFECG.975.1 1.4、
または Standard FEC（デフォルト）を指定でき
ます。

FEC Mode

着信アライメントエラー（IAE）の数。IAE
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説明フィールド

ロックされたアップストリーム接続アラームの

数。 LCKは、アップストリームで接続がロッ
クされ、信号が渡されないことの表示としてダ

ウンストリームに送信される信号です。

LCK

OTUフレーム損失（LOF）アラームの数。LOF

OTUマルチフレーム損失（LOM）アラームの
数。

LOM

ループバックステータス。ループバックがイ

ネーブルになっているかどうか、およびイネー

ブルになっているループバックのタイプを示し

ます。

Loopback

OTU信号消失（LOS）アラームの数。受信光
パワーがこの定義されたしきい値以下の場合、

光 LOSアラームが発生します。

LOS

オープン接続表示アラームの数。OCIは、アッ
プストリームで信号がトレール終端ソースに接

続されていないことの表示としてダウンスト

リームに送信される信号です。

OCI

光チャネルデータユニットのアラーム。ODU

光伝送ユニットのオーバーヘッドアラーム。OTU

予想される TTIの値。OTU TTI Expected

受信した TTIの値。OTU TTI Received

トレール追跡 ID（TTI）の値。OTU TTI Sent

ペイロードタイプ IDミスマッチアラームの
数。これは、ITU-T G.709オプションが光範囲
の各終端の PLIMで設定されている方法にミス
マッチがある場合に発生します。

PTIM

（任意）TunableDispersionCompensator（TDC）
情報。

TDC Info
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説明フィールド

admin-stateコマンドで設定されたポートの現在
のステータス。指定できる値は、IS
（In-Service）および OOS（Out-of-Service）で
す。

Transport Admin State

修正できないコードワード。これは rawカウ
ンタです。

UC

事前ビットエラーレート（BER）前方誤り訂
正（FEC）。事前FECBERは、事前前方エラー
訂正（FEC）エラーカウントを使用して計算さ
れます。

Pre-FEC BER

電圧あたりの一般信号品質ビットエラーレー

ト（BER）。QおよびQマージンは、時前FEC
BERを使用して計算されます。

Q

電圧あたりの一般信号品質ビットエラーレー

ト（BER）。QおよびQマージンは、時前FEC
BERを使用して計算されます。

Q Margin

TunableDispersionCompensator（TDC）動作モー
ドオプションが Autoに設定されているか
Manualに設定されているかを示します。

Operational Mode

TunableDispersionCompensator（TDC）動作モー
ドオプションが取得状態かロック状態かを示し

ます。状態は、メジャーアラームがある場合

は無効です。

Status

–700と +700パケット/秒（pps）間の値を示し
ます。分散の設定は、Tunable Dispersion
Compensator（TDC）がロックされた後で光モ
ジュールから読み込まれます。

Dispersion Setting

未使用。Reroute Control

未使用。Reroute BER

光フィールドの説明については、表 3： show controllers dwdm opticsコマンド出力フィールドの説
明, （66ページ）を参照してください。
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次に、g709 registersキーワードを指定した show controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controller dwdm 0/3/0/0 g709 registers

Addr Name Value
0x00800030 Serial[0] 0x30303130
0x00800034 Serial[1] 0x30353934
0x00800038 Serial[2] 0x0
0x0080003c PartNum[0] 0x38303030
0x00800040 PartNum[1] 0x3034312d
0x00800044 PartNum[2] 0x30300010
0x00800048 PartNum[3] 0x0
0x0080004c Version[0] 0x312e3041
0x00800050 Version[1] 0x6c706861
0x00800054 Version[2] 0x28423133
0x00800058 Version[3] 0x35290000
0x0080005c Version[4] 0x0
0x00800060 Version[5] 0x0
0x0080002c Band 0x0
0x0080001c RefClock 0x0
0x00800020 Loopback 0x0
0x00800000 IntfStatus 0x5000000
0x00800004 ModEnable 0x1
0x0080000c ModStatus 0x34010000
0x00800010 ModIntrMask 0x7c000000
0x00800014 ModIntr 0x0
0x00800100 TxLineStat 0x80
0x00800104 TxLineEvent 0x0
0x00800108 TxLineIntrMask 0xc1
0x00800114 TxOpticChan 0x1
0x00800118 Wavelength 0x1753c5
0x00800200 RxLineStat 0x8000
0x00800208 RxLineEventMask 0xffe3
0x00800204 RxLineEvent 0x0

次に、opticsキーワードを指定した show controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers dwdm 0/2/0/0 optics
Mon Jul 12 21:04:29.254 UTC

Optics Status

Optics Type: 10GBASE-ZR,
Wavelength Info: C-Band, MSA ITU Channel= N/A, Frequency=192THz, Wavelength=1558nm

TX Power = 1.50 dBm
RX Power = -11.86 dBm

次の表に、opticsキーワードを指定した show controllers dwdmコマンド出力の選択したフィール
ドの説明を示します。

表 3： show controllers dwdm optics コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

光タイプ GEまたは OC-768c/STM-256c DWDM
を示します。

Optics Type

クロックが内部か回線かを指定します。Clock Source

波長帯域を指定します（C-bandまたは
L-band）。

Wavelength Band
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説明フィールド

マルチソースアグリーメント（MSA）ITUチャ
ネル番号。

MSA ITU Channel

チャネルの周波数（単位：THz）。Frequency

チャネル番号に対応する波長（単位：nm）。Wavelength

伝送パワーレベルの値。TX power

RXポートの実際の光パワー。RX Power

受信信号消失しきい値。受信光パワーがこのし

きい値以下の場合、光 LOSアラームが発生し
ます。

RX LOS Threshold

次に、ギガビットイーサネットコントローラで wavelength-mapキーワードを指定した show
controllers dwdmコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controller dwdm 0/5/0/3 wavelength-map

Wavelength band: C-band
MSA ITU channel range supported: 3~84

Wavelength map table
----------------------------------------
Channel Frequency Wavelength
Num (THz) (nm)
----------------------------------------
03 196.00 1529.553
----------------------------------------
04 195.95 1529.944
----------------------------------------
05 195.90 1530.334
----------------------------------------
06 195.85 1530.725
----------------------------------------
07 195.80 1531.116
----------------------------------------
08 195.75 1531.507
----------------------------------------
09 195.70 1531.898
----------------------------------------
10 195.65 1532.290
----------------------------------------
11 195.60 1532.681
----------------------------------------
12 195.55 1533.073
----------------------------------------
13 195.50 1533.465
----------------------------------------
14 195.45 1533.858
----------------------------------------
15 195.40 1534.250
----------------------------------------
16 195.35 1534.643
----------------------------------------
17 195.30 1535.036
----------------------------------------

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 67

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
show controller dwdm



18 195.25 1535.429
----------------------------------------
19 195.20 1535.822
.
.
.

次の表に、wavelength-mapキーワードを指定した show controllers dwdmコマンド出力の選択し
たフィールドの説明を示します。

表 4： show controllers dwdm wavelength コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

チャネル番号。channel Num

波長の周波数（単位：THz）。frequency (THz)

波長（単位：nm）。wavelength (nm)

___________________
関連コマンド 説明コマンド

転送管理状態を DWDMポートで設定します。admin-state, （3ページ）

DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング情
報を表示します。

show controller dwdm pm, （69ページ）
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show controller dwdm pm
DWDMコントローラのパフォーマンスモニタリング情報を表示するには、EXECモードで show
controller dwdm pmコマンドを使用します。

show controller dwdm instance pm history [15-min| 24-hour| fec| optics| otn]

show controller dwdm instance pm interval [15-min| 24-hour][fec| optics| otn] index

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。
値の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）
は、常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番
号から参照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

instance

すべてのパフォーマンスモニタリングデータを表示します。history

特定の間隔で特定のパフォーマンスモニタリングデータを表示します。interval

15分間隔でパフォーマンスモニタリングデータを表示します。15-min

24時間間隔でパフォーマンスモニタリングデータを表示します。24-hour

修正されたビットエラー（BIEC）および訂正不可能な語などの表示 FECパ
フォーマンスパラメータを表示します。

fec

光パワーなどの光パフォーマンスパラメータを表示します。optics

パスモニタリングの障害カウント（FC-PM）やセクションモニタリングの使
用不可秒数（UAS-SM）などの表示 OTNパフォーマンスパラメータを表示し
ます。

otn

パフォーマンスモニタリング情報を表示する間隔。index

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdwdm

readinterface

readsonet-sdh

___________________
例 次の例は、DWDMコントローラの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 pm interval 15-min fec 0
Thu Jul 1 18:58:09.353 UTC

g709 FEC in the current interval [18:45:00 - 18:58:09 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO
UC-WORDS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO

RP/0/RSP0/CPU0:Router# show controller dwdm 0/5/0/0 pm history 15-min
Thu Jul 1 18:59:04.585 UTC

g709 OTN in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-SM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ES-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-PM-NE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO

ES-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
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UAS-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-SM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ES-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
ESR-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SES-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
SESR-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
UAS-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBE-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
BBER-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO
FC-PM-FE : 0 Threshold : -1 TCA(enable) : NO

g709 FEC in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO
UC-WORDS : 0 Threshold : 0 TCA(enable) : NO

Optics in the current interval [18:45:00 - 18:59:04 Thu Jul 1 2010]
MIN AVG MAX Threshold TCA Threshold TCA

(min) (enable) (max) (enable)
LBC[mA ] : 17210 17542 17662 0 NO 0 NO
OPT[dBm] : -1.46 -1.46 -1.46 0.00 NO 0.00 NO
OPR[dBm] : -31.67 -31.66 -31.65 0.00 NO 0.00 NO

g709 OTN in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 ES-SM-FE : 0
ESR-SM-NE : 0 ESR-SM-FE : 0
SES-SM-NE : 0 SES-SM-FE : 0
SESR-SM-NE : 0 SESR-SM-FE : 0
UAS-SM-NE : 0 UAS-SM-FE : 0
BBE-SM-NE : 0 BBE-SM-FE : 0
BBER-SM-NE : 0 BBER-SM-FE : 0
FC-SM-NE : 0 FC-SM-FE : 0
ES-PM-NE : 0 ES-PM-FE : 0
ESR-PM-NE : 0 ESR-PM-FE : 0
SES-PM-NE : 0 SES-PM-FE : 0
SESR-PM-NE : 0 SESR-PM-FE : 0
UAS-PM-NE : 0 UAS-PM-FE : 0
BBE-PM-NE : 0 BBE-PM-FE : 0
BBER-PM-NE : 0 BBER-PM-FE : 0
FC-PM-NE : 0 FC-PM-FE : 0

g709 FEC in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
EC-BITS : 0 UC-WORDS : 0

Optics in interval 1 [18:30:00 - 18:45:00 Thu Jul 1 2010]
MIN AVG MAX

LBC[mA ] : 17210 17526 17662
OPT[dBm] : -1.46 -1.46 -1.46
OPR[dBm] : -31.67 -31.67 -31.66

g709 OTN in interval 2 [18:15:00 - 18:30:00 Thu Jul 1 2010]
ES-SM-NE : 0 ES-SM-FE : 0
ESR-SM-NE : 0 ESR-SM-FE : 0
SES-SM-NE : 0 SES-SM-FE : 0
SESR-SM-NE : 0 SESR-SM-FE : 0
UAS-SM-NE : 0 UAS-SM-FE : 0
BBE-SM-NE : 0 BBE-SM-FE : 0
BBER-SM-NE : 0 BBER-SM-FE : 0

.

.

.

次の表に、show controllers dwdm pmコマンド出力の選択したフィールドの説明を示します。
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表 5： show controllers dwdm pm コマンド出力フィールドの説明

説明フィールド

訂正されたビットエラー（BIEC）。パフォー
マンスモニタリングの時間間隔で、DWDMト
ランク回線で訂正されたビットエラーの数を示

します。

EC-BITS

訂正不可能な語。パフォーマンスモニタリン

グの時間間隔で、DWDMトランク回線で検出
された訂正できない語の数です。

UC-WORDS

レーザーバイアス電流。LBC

単方向ポートの光パワー。OPR

光パワーを送信します（dBm）。OPT

パラメータの最大値を示します。MAX

パラメータの平均値を示しますAVG

パラメータの最小値を示します。MIN

パラメータの設定されているしきい値を示しま

す。

THRESHOLD

TCAがイネーブルかどうかを表します。TCA

遠端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー（BBE-PM）：パフォーマンス
モニタリングの時間間隔で Optical Transport
Network（OTN）パスに記録されたバックグラ
ウンドブロックエラーの数を示します。

BBE-PM-FE

近端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー（BBE-PM）。
BBE-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー（BBE-SM）：パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエ

ラーの数を示します。

BBE-SM-FE

近端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー（BBE-SM）。
BBE-SM-NE
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説明フィールド

遠端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー率（BBER-PM）：パフォーマ
ンスモニタリングの時間間隔で OTNパスに記
録されたバックグラウンドブロックエラー率

を示します。

BBER-PM-FE

近端のパスモニタリングのバックグラウンド

ブロックエラー率（BBER-PM）。
BBER-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー率（BBER-SM）：パフォー
マンスモニタリングの時間間隔でOTNセクショ
ンに記録されたバックグラウンドブロックエ

ラー率を示します。

BBER-SM-FE

近端のセクションモニタリングのバックグラウ

ンドブロックエラー率（BBER-SM）。
BBER-SM-NE

遠端のパスモニタリングのエラー秒数

（ES-PM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数を
示します。

ES-PM-FE

近端のパスモニタリングのエラー秒数

（ES-PM）。
ES-PM-NE

遠端のセクションモニタリングのエラー秒数

（ES-SM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNセクションに記録されたエラー
秒数を示します。

ES-SM-FE

近端のセクションモニタリングのエラー秒数

（ES-SM）。
ES-SM-NE

遠端のパスモニタリングのエラー秒数比

（ESR-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録されたエラー秒数
比を示します。

ESR-PM-FE

近端のパスモニタリングのエラー秒数比

（ESR-PM）。
ESR-PM-NE

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 73

Cisco ASR 9000 シリーズルータの高密度波長分割多重コマンド
show controller dwdm pm



説明フィールド

遠端のセクションモニタリングのエラー秒数比

（ESR-SM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔でOTNセクションに記録されたエラー
秒数比を示します。

ESR-SM-FE

近端のセクションモニタリングのエラー秒数比

（ESR-SM）。
ESR-SM-NE

遠端のパスモニタリングの障害カウント

（FC-PM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNパスに記録された障害カウント
を示します。

FC-PM-FE

近端のパスモニタリングの障害カウント

（FC-PM）。
FC-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの障害カウント

（FC-SM）：パフォーマンスモニタリングの時
間間隔で OTNセクションに記録された障害カ
ウントを示します。

FC-SM-FE

近端のセクションモニタリングの障害カウント

（FC-SM）。
FC-SM-NE

遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数

（SES-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録された重大エラー
秒数を示します。

SES-PM-FE

近端のパスモニタリングの重大エラー秒数

（SES-PM）。
SES-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数（SES-SM）：パフォーマンスモニタリング
の時間間隔で OTNセクションに記録された重
大エラー秒数を示します。

SES-SM-FE

近端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数（SES-SM）。
SES-SM-NE

遠端のパスモニタリングの重大エラー秒数比

（SESR-PM）：パフォーマンスモニタリング
の時間間隔でOTNパスに記録された重大エラー
秒数比を示します。

SESR-PM-FE
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説明フィールド

近端のパスモニタリングの重大エラー秒数比

（SESR-PM）。
SESR-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数比（SESR-SM）：パフォーマンスモニタリ
ングの時間間隔で OTNセクションに記録され
た重大エラー秒数比を示します。

SESR-SM-FE

近端のセクションモニタリングの重大エラー秒

数比（SESR-SM）。
SESR-SM-NE

遠端のパスモニタリングの使用不可秒数

（UAS-PM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNパスに記録された使用不可秒
数を示します。

UAS-PM-FE

近端のパスモニタリングの使用不可秒数

（UAS-PM）。
UAS-PM-NE

遠端のセクションモニタリングの使用不可秒数

（UAS-SM）：パフォーマンスモニタリングの
時間間隔で OTNセクションに記録された使用
不可秒数を示します。

UAS-SM-FE

近端のセクションモニタリングの使用不可秒数

（UAS-SM）。
UAS-SM-NE
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの診断コマン
ド

このモジュールでは、ルータで診断を設定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）
コマンドについて説明します。

• diagnostic monitor, 78 ページ

• diagnostic monitor interval, 80 ページ

• diagnostic monitor syslog, 82 ページ

• diagnostic monitor threshold, 84 ページ

• diagnostic ondemand action-on-failure, 86 ページ

• diagnostic ondemand iterations, 88 ページ

• diagnostic schedule, 90 ページ

• diagnostic start, 92 ページ

• diagnostic stop, 94 ページ

• show diag , 96 ページ

• show diagnostic bootup level, 101 ページ

• show diagnostic content, 103 ページ

• show diagnostic ondemand settings, 107 ページ

• show diagnostic result, 108 ページ

• show diagnostic schedule, 112 ページ

• show diagnostic status, 114 ページ
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diagnostic monitor
指定した場所にヘルスモニタリング診断テストを設定するには、管理コンフィギュレーション

モードで diagnostic monitorコマンドを使用します。指定したコマンドをコンフィギュレーショ
ンファイルから削除してシステムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使
用します。

diagnostic monitor location node-id test {id| test-name} [disable]

no diagnostic monitor location node-id test {id| test-name} [disable]

___________________
構文の説明

診断モニタリングをイネーブルにする場所。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

node-id

診断テスト選択を指定します。次のテスト選択を使用できます。

• id：テスト ID（show diagnostic contentコマンドで表示）。

• test-name -テストの名前。

test {id | test-name}

指定された場所に対する診断モニタリングをディセーブルにします。disable

___________________
コマンドデフォルト 各テストのデフォルト値を表示するには、診断イメージを最初にインストールするときに、show

diagnostic contentコマンドを使用します。デフォルト値はテストごとに異なることがあります。

___________________
コマンドモード 管理コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.4.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定の場所で指定のテストに対するヘルスモニタリング診断テストをイネーブルまたはディセー

ブルにするには、diagnostic monitorコマンドを使用します。
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デフォルトでイネーブルに設定されているヘルスモニタリング診断テストをディセーブルにする

には、disableキーワードを使用します。たとえば、テスト 1がデフォルトでイネーブルに設定さ
れている場合、disableキーワードを使用すると、診断テストがディセーブルになります。このコ
マンドの no形式を使用すると、テストはデフォルトの状態であるイネーブルに設定されます。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writediag

___________________
例 次に、0/1/cpu0に対するヘルスモニタリング診断テストをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# diagnostic monitor location 0/1/cpu0 test 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

テスト ID、テスト属性、サポート対象テストレベルを、テス
トごとに、およびすべてのコンポーネントに対して、表示し

ます。

show diagnostic content, （103ペー
ジ）
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diagnostic monitor interval
指定の場所に対して指定の間隔でヘルスモニタリング診断テストを実行するように設定するに

は、管理コンフィギュレーションモードで diagnosticmonitor intervalコマンドを使用します。指
定したコマンドをコンフィギュレーションファイルから削除してシステムをデフォルトの状態に

戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

diagnostic monitor interval location node-id test {id| test-name} number-of-days hour : minutes : seconds
. milliseconds

no diagnostic monitor interval location node-id test {id| test-name} number-of-days hour :minutes : seconds
. milliseconds

___________________
構文の説明

場所を指定します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入
力します。

location node-id

診断テスト選択を指定します。次のテスト選択を使用できます。

• id -テスト ID。

• test-name：show diagnostic contentコマンドで表示されるテ
スト名。

test {id | test-name}

各テストの実行間隔。

number-of-days引数にはテスト間隔の日数を指定します。

hour:minutes:seconds.milliseconds引数には間隔を指定します。hour
には 0～ 23の範囲の数値を、minutesには 0～ 59の範囲の数値
を、secondsには 0～ 59の範囲の数値を、millisecondsには 0～
999の範囲の数値をそれぞれ指定します。

number-of-days
hour:minutes:seconds.milliseconds

___________________
コマンドデフォルト 各テストのデフォルト値を表示するには、診断イメージを最初にインストールするときに、show

diagnostic contentコマンドを使用します。デフォルト値はテストごとに異なることがあります。

___________________
コマンドモード 管理コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定の場所で指定のテストのヘルスモニタリング間隔を設定するには、diagnosticmonitor interval
コマンドを使用します。このコマンドのno形式を使用すると、間隔がデフォルトの設定にリセッ
トされます。ヘルスモニタリングをイネーブルにするには、diagnostic monitorコマンドを使用
します。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writediag

___________________
例 次に、0/1/cpu0に対して 1時間 2分 3秒 4ミリ秒の間隔でヘルスモニタリング診断テストを実行

するように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# diagnostic monitor interval location 0/1/cpu0 test 1
0 1:2:3.4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

指定した場所にヘルスモニタリング診断テストを設定しま

す。

diagnostic monitor, （78ページ）

テスト ID、テスト属性、サポート対象テストレベルを、テ
ストごとに、およびすべてのコンポーネントに対して、表

示します。

show diagnostic content, （103ペー
ジ）
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diagnostic monitor syslog
ヘルスモニタリングテストに失敗した場合に、Syslogメッセージの生成をイネーブルにするに
は、管理コンフィギュレーションモードで diagnostic monitor syslogコマンドを使用します。指
定したコマンドをコンフィギュレーションファイルから削除してシステムをデフォルトの状態に

戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

diagnostic monitor syslog

no diagnostic monitor syslog

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト Syslogはディセーブルです。

___________________
コマンドモード 管理コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ヘルスモニタリングテストに失敗した場合に、Syslogメッセージの生成をイネーブルにするに
は、diagnostic monitor syslogコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writediag
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___________________
例 次に、Syslogメッセージの生成をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# diagnostic monitor syslog

___________________
関連コマンド 説明コマンド

テスト ID、テスト属性、サポート対象テストレベルを、テス
トごとに、およびすべてのコンポーネントに対して、表示し

ます。

show diagnostic content, （103ペー
ジ）
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diagnostic monitor threshold
ヘルスモニタリング診断テストの失敗のしきい値を設定するには、管理コンフィギュレーション

モードで diagnostic monitor thresholdコマンドを使用します。指定したコマンドをコンフィギュ
レーションファイルから削除してシステムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no
形式を使用します。

diagnostic monitor threshold location node-id test {id| test-name} failure count failures

no diagnostic monitor threshold location node-id test {id| test-name} failure count failures

___________________
構文の説明

場所を指定します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力
します。

location node-id

診断テスト選択を指定します。次のテスト選択を使用できます。

• id -テスト ID。

• test-name：テスト名（show diagnostic contentコマンドで表
示）。

test {id | test-name}

テスト失敗の許容回数を指定します。範囲は 1～ 99です。failure count failures

___________________
コマンドデフォルト 各テストのデフォルト値を表示するには、診断イメージを最初にインストールするときに、show

diagnostic contentコマンドを使用します。デフォルト値はテストごとに異なることがあります。

___________________
コマンドモード 管理コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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ヘルスモニタリング診断テストの失敗のしきい値を指定するには、diagnostic monitor threshold
コマンドを使用します。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writediag

___________________
例 次に、0/1/cpu0に対するテスト 1の失敗のしきい値を 35に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# diagnostic monitor threshold location 0/1/cpu0 test 1
failure count 35

___________________
関連コマンド 説明コマンド

テスト ID、テスト属性、サポート対象テストレベルを、テス
トごとに、およびすべてのコンポーネントに対して、表示し

ます。

show diagnostic content, （103ペー
ジ）
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diagnostic ondemand action-on-failure
diagnostic startコマンドによるテストの実行をいつ中止するかを設定するには、管理 EXECモー
ドで diagnostic ondemand action-on-failureコマンドを使用します。このコマンドは、diagnostic
ondemand iterationコマンドと組み合わせて使用します。

diagnostic ondemand action-on-failure {continue failure-count| stop}

___________________
構文の説明

失敗回数が指定の failure-countに達するまでテストの実行を続行するよう
に指定します。範囲は 0～ 65534です。 failure-countに 0を指定した場
合、失敗回数に関係なく、反復処理がすべて完了するまで実行は中止され

ません。

continue failure-count

テストが初めて失敗するとすぐに実行を中止します。stop

___________________
コマンドデフォルト failure-count: 0

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

テストが失敗した場合にテストの実行を中止するかどうか、またはいつ中止するかを指定するに

は、diagnostic ondemand action-on-failureコマンドを使用します。このコマンドは、diagnostic
ondemand iterationsコマンドと組み合わせて使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みdiag
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___________________
例 次に、テストが失敗したときのアクションを中止に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# diagnostic ondemand action-on-failure stop

___________________
関連コマンド 説明コマンド

診断テストの実行を繰り返す回数を設定します。diagnostic ondemand iterations, （88ページ）

指定した診断テストを実行します。diagnostic start, （92ページ）
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diagnostic ondemand iterations
diagnostic startコマンドで指定したテストを繰り返し実行する回数を指定するには、管理 EXEC
モードで diagnostic ondemand iterationsコマンドを使用します。

diagnostic ondemand iterations count

___________________
構文の説明

指定したオンデマンドテストの反復回数。範囲は 1～ 999です。count

___________________
コマンドデフォルト count: 1

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定したオンデマンドテストの実行回数を指定するには、diagnostic ondemand iterationsコマン
ドを使用します。オンデマンドテストを指定するには、diagnostic startコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みdiag

___________________
例 次に、反復回数を 12に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# diagnostic ondemand iterations 12
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

診断テストのテストの実行を停止する時間を設定

します。

diagnostic ondemand action-on-failure, （86ペー
ジ）

指定した診断テストを実行します。diagnostic start, （92ページ）
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diagnostic schedule
診断スケジュールを設定するには、管理コンフィギュレーションモードで diagnostic scheduleコ
マンドを使用します。診断スケジュールをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

diagnostic schedule location node-id test {id| all| non-disruptive} {daily| on month day year| weekly
day-of-week} hour:minute

no diagnostic schedule location node-id test {id| all} {daily| on month day year| weekly day-of-week}
hour:minute

___________________
構文の説明

指定した場所に対して診断テストをスケジューリングします。 node-id
引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

特定の診断テストまたはすべての診断テストを指定します。test

show diagnostic contentコマンドで表示されるテスト IDまたはテスト ID
の一覧。次に示すように、セミコロン（;）で区切って複数のテストを
指定したり、ハイフン（-）で区切って日付範囲を指定することができま
す。

• x;y-z (例：1; 3-4または 1;3;4)

id

すべてのテストを指定します。all

稼働を妨げないテストスイートを指定します [属性 = N]。non-disruptive

毎日のスケジューリングを指定します。daily

正確な日付をスケジューリングします。on month day year

毎週のスケジューリングを指定します。曜日名を入力するか、曜日を示

す 0～ 6の範囲の数値を入力します（0は当日）。
weekly day-of-week

スケジューリングされた開始時間。hourは0～23の範囲の数値でminute
は 0～ 59の範囲の数値です。

hour:minute

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理コンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

Cisco IOS XR診断の実行の詳細については、『Cisco IOS XR Diagnostics』を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writediag

___________________
例 次に、診断テストをスケジューリングする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin-config)# diagnostic schedule location 0/0/CPU0 test all daily
complete device 1 weekly 12:30

___________________
関連コマンド 説明コマンド

現在スケジュールされている診断タスクを表示しま

す。

show diagnostic schedule, （112ページ）
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diagnostic start
指定した診断テストを実行するには、管理EXECモードでdiagnostic startコマンドを使用します。

diagnostic start location node-id test {id| all| non-disruptive}

___________________
構文の説明

指定した場所に対して診断テストを実行します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

特定の診断テストまたはすべての診断テストを指定します。test

show diagnostic contentコマンドで表示されるテスト IDまたはテスト IDの
一覧。次に示すように、セミコロン（;）で区切って複数のテストを指定し
たり、ハイフン（-）で区切って日付範囲を指定することができます。

• x;y-z (例：1; 3-4または 1;3;4)

id

すべてのテストを指定します。all

稼働を妨げないテストスイートを指定します [属性 = N]。non-disruptive

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定したカードに対して診断テストを実行するには、diagnostic startコマンドを使用します。
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node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

Cisco IOS XR診断の実行の詳細については、『Cisco IOS XR Diagnostics』を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executediag

___________________
例 次に、指定した場所に対して完全な診断テストを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# diagnostic start location 0/0/CPU0 test all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ノードで実行されている診断テストを停止します。diagnostic stop, （94ページ）
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diagnostic stop
ノードで実行されている診断テストを中止するには、管理 EXECモードで diagnostic stopコマン
ドを使用します。

diagnostic stop location node-id

___________________
構文の説明

指定した場所に対する診断テストを中止します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定したノードで診断テストを中止するには、diagnostic stopコマンドを使用します。このコマ
ンドは、スケジューリングされているテスト、エラーが発生しているテスト、または完了してい

ないテストに対して使用します。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

タスク ID___________________
例 次に、診断テストプロセスを中止する例を示します。
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

指定した診断テストを実行します。diagnostic start, （92ページ）
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show diag
ルータ内の各ノードのソフトウェアおよびハードウェアに関する詳細を表示するには、該当する

モードで show diagコマンドを使用します。

EXEC Mode

show diag [ node-id ] [details| eeprom-info| power-regs| summary]

Administration EXEC Mode

show diag [ node-id ] [chassis| fans| power-supply] [details| eeprom-info| power-regs| summary]

___________________
構文の説明

（任意）情報を表示するノードを指定します。 node-id引数は
rack/slot/moduleの形式で入力します。

特定のテスト結果を指定するには、node-id引数のあとに次のオプション
のキーワードを入力します。

• details

• eeprom-info

• power-regs

• summary

node-id

（任意）現在のノードの詳細な診断情報を表示します。details

（任意）EEPROMからのフィールド診断結果を表示します。eeprom-info

（任意）電源レジスタからのフィールド診断結果を表示します。power-regs

（任意）システム内のすべてのノードに関する診断結果の概要を表示し

ます。

summary

（任意）シャーシの情報を表示します。chassis-info

（任意）ファントレイに関する情報を表示します。fans

（任意）電源装置に関する情報を表示します。power-supply

___________________
コマンドデフォルト ルータに取り付けられているすべてのノードの診断が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC
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管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show diagコマンドを実行すると、各ノードのハードウェアコンポーネントと、各ノードで実行
されているソフトウェアのステータスに関する詳細情報が表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsysmgr

___________________
例 次に、show diag detailsコマンドの出力の抜粋を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show diag details

NODE module 0/RSP0/CPU0 : ASR9K Fabric, Controller, 4G memory
MAIN board type 0x100302 S/N: FOC1229801R
Top Assy. Number68-3160-04PID A9K-RSP-4GUDI_VIDHwRev: V4.8New Deviation NumberCLEI
TBDTBDBoard State IOS XR RUNBoard State IOS XR RUN PLD: Motherboard: N/A, Processor:
0x8004 (rev: 2.2), Power: N/A
MONLIBQNXFFS Monlib Version 32ROMMONVersion 1(20081208:173612) [ASR9K ROMMON] Board
FPGA/CPLD/ASIC Hardware Revision:
CompactFlash V1.0XbarSwitch0 V1.3 XbarSwitch1 V1.3 XbarArbiter V1.0XbarInterface
V18.4IntCtrl V114ClkCtrl V1.13PuntFPGA V1.4HD V3.USB0 V17.USB1 V17CPUCtrl V1.17UTI
V1.6LIU V1.MLANSwitch V0.EOBCSwitch V2CBC (active partition) v1.1CBC (inactive
partition) v1.More--

次の表で、この出力で表示される重要なフィールドを説明します。
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表 6：show diag のフィールドの説明

説明フィールド

ハードウェアに関する次の一般的な情報を提供

します。

•基板のタイプ

•リビジョン

•デバイス ID

•シリアル番号

MAIN

Ciscoプリント回路アセンブリ（PCA）ハード
ウェアおよびリビジョン番号。

PCA

指定されたノードの製品 ID（PID）リビジョン
を表示します。

PID

指定されたノードのバージョン ID（VID）リビ
ジョンを表示します。

VID

指定されたノードの共通言語機器 ID（CLEI）
を表示します。

CLEI

指定されたノードの装置カタログ項目（ECI）
を表示します。

ECI

基板の現在のソフトウェアと、基板が稼働中か

どうかを表示します。

Board State

現在のモジュール上にある次のプログラマブル

論理デバイス（PLD）コンポーネントに関する
情報を表示します。

•プロセッサ

•電源

• MONLIB

PLD

指定されたノードのさまざまなコンポーネント

の速度をMHz単位で表示します。
SPEED

指定されたノードのメモリ容量をMB単位で表
示します。

MEM Size
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説明フィールド

指定されたノードの返却材料調整（RMA）情報
を表示します。

RMA

指定されたノードで実行された最後の診断テス

トに関する次の情報を提供します。

• ENTRY 1

• TIMESTAMP：ノードで実行された最後の
診断テストのタイムスタンプ。

• VERSION

• PARAM1

• PARAM2

• TESTNUM：ノードで実行されたテストを
識別します。

• RESULT：最後の診断テストの合否を表示
します。

• ERRCODE

DIAGNOSTICS RESULTS

次に、EEPROM情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP15/CPU0:router# show diag chassis eeprom-info

Rack 0 - ASR-9010 Chassis, Includes Accessories
Controller Family HW config: 0x20 SW key: ef Controller Type
: 2fePID ASR9010AC Version Identifier : 0UDI Name
chassis ASR-9010-ACUDI Description ASR9010, AC Chassis Part Number (68-bbbb-vv)
: 68-1234-56
Part Revision : 0.1
PCB Serial Number : FOX1232H67MPCA Number (73-bbbb-vv) : 73-1159-02 PCA
Revision : 0.
Deviation Number # 1 0 CLEI Code : NOCLEI
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00
Base MAC Address : 001d.e5eb.bfa8
MAC Address block size : 264
Hardware Revision : 0.100
Capabilities : 00
Field Diagnostics Data 00 00 00 00 00 00 00 00 Device values :
Power Usage (10mW units) : 0
ENVMON Information 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

システム内の各ノードの情報およびステータス

を表示します。

show platform

システムのハードウェアおよびソフトウェアの

ステータスの詳細を表示します。

show version
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show diagnostic bootup level
現在の診断ブートアップレベルを表示するには、管理EXECモードで showdiagnostic bootup level
コマンドを使用します。

show diagnostic bootup level location node-id

___________________
構文の説明

カードを指定します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入
力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定したカードの現在の診断ブートアップレベルを表示するには、showdiagnostic bootup levelコ
マンドを使用します。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag
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___________________
例 次に、0/1/cpu0の現在の診断ブートアップレベルを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic bootup level location 0/1/cpu0

Current bootup diagnostic level for LC 0/1/CPU0: minimal

___________________
関連コマンド 説明コマンド

カードを起動するための診断を設定します。diagnostic bootup level
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show diagnostic content
各テストとすべてのコンポーネントのテスト ID、テスト属性、およびサポート対象テストレベル
を表示するには、管理 EXECモードで show diagnostic contentコマンドを使用します。

show diagnostic content location node-id

___________________
構文の説明

指定された場所の診断内容を表示します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定した場所の診断テスト情報を表示するには、show diagnostic contentコマンドを使用します。
テスト情報には、サポートされるテストおよび属性が含まれます。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

Cisco IOS XR診断の実行の詳細については、『Cisco IOS XR Diagnostics』を参照してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag

___________________
例 次に、指定した場所の診断情報を表示する例を示します。

ルートスイッチプロセッサの場合

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic content location 0/rsp0/cpuo

Wed Feb 16 09:17:07.293 PST

RP 0/RSP0/CPU0:

Diagnostics test suite attributes:
M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NA

B/* - Basic ondemand test / NA
P/V/* - Per port test / Per device test / NA

D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive

Test Interval Thre-
ID Test Name Attributes (day hh:mm:ss.ms shold)

==== ================================== ============ ================= =====
1) PuntFPGAScratchRegister ---------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
2) FIAScratchRegister --------------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
3) ClkCtrlScratchRegister ----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
4) IntCtrlScratchRegister ----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
5) CPUCtrlScratchRegister ----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
6) FabSwitchIdRegister -------------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
7) EccSbeTest ----------------------> ***N****I 000 00:01:00.000 3
8) SrspStandbyEobcHeartbeat --------> ***NS***A 000 00:00:05.000 3
9) SrspActiveEobcHeartbeat ---------> ***NS***A 000 00:00:05.000 3
10) FabricLoopback ------------------> M**N****A 000 00:01:00.000 3
11) PuntFabricDataPath --------------> ***N****A 000 00:01:00.000 3
12) FPDimageVerify ------------------> ***N****I 001 00:00:00.000 1

ラインカードの場合

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic content location 0/1/cpu0

A9K-40GE-L 0/1/CPU0:

Diagnostics test suite attributes:
M/C/* - Minimal bootup level test / Complete bootup level test / NAab
P/V/* - Per port test / Per device test / NA
D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA
S/* - Only applicable to standby unit / NA
X/* - Not a health monitoring test / NA
F/* - Fixed monitoring interval test / NA
E/* - Always enabled monitoring test / NA
A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive

Test Interval Thre-
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ID Test Name Attributes (day hh:mm:ss.ms shold)
==== ================================== ============ ================= =====
1) PHYCtrlScratchRegister ----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
2) PortCtrlScratchRegister ---------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
3) CPUCtrlScratchRegister ----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
4) NPScratchRegister ---------------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
5) BridgeScratchRegister -----------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
6) FIAScratchRegister --------------> ***N****A 000 00:01:00.000 1
7) EccSbeTest ----------------------> ***N****I 000 00:01:00.000 3
8) LcEobcHeartbeat -----------------> ***N****A 000 00:00:05.000 3
9) NPULoopback ---------------------> ***N****A 000 00:01:00.000 3
10) FPDimageVerify ------------------> ***N****I 001 00:00:00.000 1

表 7：show diagnostic contentのフィールドの説明 , （105ページ）に、この出力で表示される重要
なフィールドの説明を示します。

表 7：show diagnostic content のフィールドの説明

説明フィールド

最小限のブートアップテストまたは完全なブー

トアップテスト。

M/C/* -Minimal bootup level test / Complete bootup
level test / NA

基本的なオンデマンドテスト。B/* - Basic ondemand test / NA

テストはポート単位またはデバイス単位のテス

トです。

P/V/* - Per port test / Per device test / NA

テストは稼働を妨げるテストまたは稼働を妨げ

ないテストです。

D/N/* - Disruptive test / Non-disruptive test / NA

テストはスタンバイユニットにだけ適用できま

す。

S/* - Only applicable to standby unit / NA

テストはヘルスモニタリングテストではあり

ません。

X/* - Not a health monitoring test / NA

テストは固定モニタリング間隔テストです。F/* - Fixed monitoring interval test / NA

テストは常にイネーブルのモニタリングテスト

です。

E/* - Always enabled monitoring test / NA

テストはアクティブまたは非アクティブです。A/I - Monitoring is active / Monitoring is inactive

テストの ID。ID

テストの名前。Test Name

テストの属性。Attributes

テストの間隔。Test Interval
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説明フィールド

テストの失敗のしきい値。Threshold

___________________
関連コマンド 説明コマンド

カードを起動するための診断を設定します。diagnostic bootup level

指定の場所に対して指定した間隔でヘルスモニタリン

グ診断テストを設定します。

diagnostic monitor interval, （80ページ）

診断スケジュールを設定します。diagnostic schedule, （90ページ）

指定した診断テストを実行します。diagnostic start, （92ページ）
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show diagnostic ondemand settings
現在のオンデマンド設定を表示するには、管理 EXECモードで show diagnostic ondemand settings
コマンドを使用します。

show diagnostic ondemand settings

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag

___________________
例 次に、オンデマンド設定を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic ondemand settings

Test iterations = 45
Action on test failure = continue until test failure limit reaches 25
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show diagnostic result
診断テストの結果を表示するには、管理 EXECモードで show diagnostic resultコマンドを使用し
ます。

show diagnostic result location node-id[test {id| all}] [detail]

___________________
構文の説明

指定された場所に対する診断テストの結果を表示します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

（任意）診断テスト選択を指定します。次のテスト選択を使用できます。

• id：テスト IDまたはテスト IDの一覧（show diagnostic contentコマン
ドで表示）。次に示すように、セミコロン（;）で区切って複数のテス
トを指定できます。

◦ x;y-z (例：1; 3-4または 1;3;4)

• all：すべてのテストを指定します。

test {id | all}

（任意）詳細な結果を指定します。detail

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定した場所の診断結果を表示するには、show diagnostic resultコマンドを使用します。
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node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

Cisco IOS XR診断の実行の詳細については、『Cisco IOS XR Diagnostics』を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag

___________________
例 次に、詳細な診断テスト結果を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic result loc 0/RSP0/CPU0 test 1
Current bootup diagnostic level for RP 0/RSP0/CPU0: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1 ) PuntFPGAScratchRegister ---------> .
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)#
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic result loc 0/RSP0/CPU0 test all
Current bootup diagnostic level for RP 0/RSP0/CPU0: minimal
Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
1 ) PuntFPGAScratchRegister ---------> .
2 ) XbarInterfaceScratchRegister ----> .
3 ) ClkCtrlScratchRegister ----------> .
4 ) IntCtrlScratchRegister ----------> .
5 ) CPUCtrlScratchRegister ----------> .
6 ) XbarSwitchIdRegister ------------> .
7 ) EccSbeTest ----------------------> U
8 ) SrspStandbyEobcHeartbeat --------> U
9 ) SrspActiveEobcHeartbeat ---------> U
10 ) FabricLoopback ------------------> .
11 ) PuntFabricDataPath --------------> .
12 ) FPDimageVerify ------------------> .

次に、RSP0という名前のルートスイッチプロセッサに対する show diagnostic results detailコマ
ンドの実行例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic result loc 0/RSP0/CPU0 detail

Current bootup diagnostic level for RP 0/RSP0/CPU0: minimal

RP 0/RSP0/CPU0:

Overall diagnostic result: PASS
Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1 ) PuntFPGAScratchRegister ---------> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 265
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
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First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0

___________________________________________________________________________

2 ) XbarInterfaceScratchRegister ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 265
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0

___________________________________________________________________________

3 ) ClkCtrlScratchRegister ----------> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 265
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0

___________________________________________________________________________

4 ) IntCtrlScratchRegister ----------> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 265
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0

___________________________________________________________________________

5 ) CPUCtrlScratchRegister ----------> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 264
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0

___________________________________________________________________________

6 ) XbarSwitchIdRegister ------------> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)
Total run count -------------> 264
Last test execution time ----> Tue Mar 10 16:31:43 2009
First test failure time -----> n/a
Last test failure time ------> n/a
Last test pass time ---------> Tue Mar 10 16:31:43 2009
Total failure count ---------> 0
Consecutive failure count ---> 0
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表 8：show diagnostic result のフィールドの説明

説明フィールド

テスト結果のオプション

• .：合格

• F：不合格

• U：未テスト

Test results

エラーのコード。コードエラーがなかった場

合は、DIAG_SUCCESSと表示されます。エラー
が発生した場合は、DIAG_FAILUREと表示さ
れます。テストが中止された場合は、

DIAG_SKIPPEDと表示されます。

Error code

テストの実行回数。Total run count

最後にテストが実行された時間。Last test execution time

最初にテストが失敗した時間。First test failure time

最後にテストが失敗した時間。Last test failure time

最後にテストに合格した時間。Last test pass time

テストの失敗回数。Total failure count

テストの連続失敗回数。Consecutive failure count

___________________
関連コマンド 説明コマンド

診断スケジュールを設定します。diagnostic schedule, （90ページ）

指定した診断テストを実行します。diagnostic start, （92ページ）
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show diagnostic schedule
現在スケジューリングされている診断タスクを表示するには、管理EXECモードで showdiagnostic
scheduleコマンドを使用します。

show diagnostic schedule location node-id

___________________
構文の説明

指定された場所の診断スケジュールを表示します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

指定した場所に対してスケジューリングされている診断タスクを表示するには、show diagnostic
scheduleコマンドを使用します。

node-id引数を使用してノードを指定するには、rack/slot/moduleの形式を使用します。たとえ
ば、0/0/CPU0、0/2/CPU0、および 0/7/CPU0は、ラインカードの完全修飾された場所指定で、
0/RSP0/CPU0は、ルートスイッチプロセッサおよびルートスイッチプロセッサの完全修飾さ
れた場所指定です。

（注）

Cisco IOS XR診断の実行の詳細については、『Cisco IOS XR Diagnostics』を参照してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag

___________________
例 次に、スケジューリングされている診断タスクを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# admin
RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic schedule location 0/3/CPU0

Current Time = Tue Sep 27 12:41:24 2005
Diagnostic for LC 0/3/CPU0:

Schedule #1:
To be run daily 14:40
Test ID(s) to be executed: 1 .

表 9：show diagnostic schedule のフィールドの説明

説明フィールド

現在のシステム時間Current Time

診断がスケジューリングされているカード。Diagnostic for

スケジュール番号。Schedule

スケジューリングされた診断の実行時間。To be run

スケジューリングされた時間に実行されるテス

ト。

Test ID(s) to be executed

___________________
関連コマンド 説明コマンド

診断スケジュールを設定します。diagnostic schedule, （90ページ）
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show diagnostic status
現在実行中のテストを表示するには、管理 EXECモードで show diagnostic statusコマンドを使用
します。

show diagnostic status

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 管理 EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readdiag

___________________
例 次に、現在実行中のテストを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(admin)# show diagnostic status

<BU> - Bootup Diagnostics, <HM> - Health Monitoring Diagnostics, <OD> - OnDemand
Diagnostics, <SCHD> - Scheduled Diagnostics
==================================== =============================== ======
Card Description Current Running Test Run by
------------------------------------ ------------------------------- ------
RP 0/RSP0/CPU0 N/A N/A
------------------------------------ ------------------------------- ------
RP 0/RSP1/CPU0 N/A N/A
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------------------------------------ ------------------------------- ------
A9K-8T/4-B 0/2/CPU0 N/A N/A
------------------------------------ ------------------------------- ------
A9K-40GE-E 0/7/CPU0 N/A N/A
------------------------------------ ------------------------------- ------
A9K-40GE-B 0/0/CPU0 N/A N/A
==================================== =============================== ======
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネッ
トインターフェイスコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでイーサネットインターフェイスを設定
するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• carrier-delay, 119 ページ

• clear lldp, 121 ページ

• clear mac-accounting（イーサネット）, 123 ページ

• flow-control, 125 ページ

• interface（イーサネット）, 127 ページ

• lldp, 129 ページ

• lldp（インターフェイス）, 131 ページ

• lldp holdtime, 133 ページ

• lldp reinit, 135 ページ

• lldp timer, 137 ページ

• lldp tlv-select disable, 139 ページ

• loopback（イーサネット）, 141 ページ

• mac-accounting, 143 ページ

• mac-address（イーサネット）, 145 ページ

• negotiation auto, 147 ページ

• packet-gap non-standard, 149 ページ

• show controllers（イーサネット）, 151 ページ

• show lldp, 153 ページ
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• show lldp entry, 155 ページ

• show lldp errors, 157 ページ

• show lldp interface, 159 ページ

• show lldp neighbors, 162 ページ

• show lldp traffic, 165 ページ

• show mac-accounting（イーサネット）, 167 ページ

• speed（ファストイーサネット）, 170 ページ

• transport-mode, 172 ページ
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carrier-delay
ハードウェアリンクダウン通知の処理を遅延するには、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで carrier-delayコマンドを使用します。

carrier-delay {down milliseconds [up milliseconds]| up milliseconds [down milliseconds]}

___________________
構文の説明

ハードウェアリンクダウン通知の処理を遅延する時間（ミリ秒）。

範囲は 0～ 65535です。
down milliseconds

ハードウェアリンクアップ通知の処理を遅延する時間（ミリ秒）。

範囲は 0～ 65535です。
up milliseconds

___________________
コマンドデフォルト キャリア遅延は使用されず、物理リンクがダウンするとすぐに上位層プロトコルに通知されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ハードウェアリンクダウン通知の処理を遅延すると、上位層のルーティングプロトコルでは、

リンクが安定するまでそのリンクが認識されません。

障害が発生して回復できない物理リンクに対して carrier-delay down millisecondsコマンドが設定
されている場合、リンクダウンの検出が多くなり、ルーティングプロトコルで障害のあるリンク

に関連するトラフィックの再ルーティングにかかる時間が長くなることがあります。

インターフェイスステートのフラップが非常に小さい場合は、carrier-delay down millisecondsコ
マンドを実行するとルーティングプロトコルでルートフラップの発生を回避できます。
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インターフェイスのキャリア遅延動作の現在の状態を確認するには、show interfaceコマンド
を入力します。インターフェイスでキャリア遅延が設定されていない場合は、キャリア遅延

の情報は表示されません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、ハードウェアリンクダウン通知の処理を遅延する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# carrier-delay down 10

次に、ハードウェアリンクアップ通知およびダウン通知の処理を遅延する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# carrier-delay up 100 down 100

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イベントダンプニングをオンにします。dampening, （561ページ）
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clear lldp
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）トラフィックカウンタまたは LLDPネイバー情報をリセッ
トするには、EXECコンフィギュレーションモードで clear lldpコマンドを使用します。

clear lldp {counters| table}

___________________
構文の説明 LLDPトラフィックカウンタがクリアされることを指定します。counters

ネイバーテーブルの LLDP情報がクリアされることを指定します。table

___________________
コマンドデフォルト LLDPトラフィックカウンタはリセットされず、LLDPネイバー情報はクリアされません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show lldp trafficコマンドからのカウンタをリセットするには、clear lldp countersコマンドを使用
します。 show lldp neighborsコマンドによって表示されたネイバー情報をクリアするには、clear
lldp tableコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、LLDPカウンタをクリアし、LLDPトラフィックを表示する例を示します。 show lldp traffic

コマンドの出力は、すべてのトラフィックカウンタが 0にリセットされたことを示しています。
RP/0/RSP0/CPU0:router# clear lldp counters
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp traffic
LLDP traffic statistics:

Total frames out: 0
Total entries aged: 0
Total frames in: 0
Total frames received in error: 0
Total frames discarded: 0
Total TLVs discarded: 0
Total TLVs unrecognized: 0

次に、LLDPテーブルをクリアする例を示します。 show lldp neighborsコマンドの出力は、すべ
ての情報がテーブルからクリアされたことを示しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear lldp table
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp neighbors
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LLDPネイバーに関する情報を表示します。show lldp neighbors, （162ページ）

LLDPトラフィックの統計情報を表示します。show lldp traffic, （165ページ）
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clear mac-accounting（イーサネット）
メディアアクセスコントロール（MAC）アカウンティング統計情報をクリアするには、EXEC
モードで clear mac-accountingコマンドを使用します。

clear mac-accounting {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id [location node-id]

___________________
構文の説明 MACアカウンティング統計情報をクリアするイーサネットインターフェ

イスのタイプ。 GigabitEthernet、TenGigEを入力します。
{GigabitEthernet |
TenGigE}

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）指定したノードのMACアカウンティング統計情報をクリアし
ます。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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操作タスク ID

read, writebasic-services

___________________
例 次に、1/0/0/1の TenGigEポートのすべてのMACアカウンティング統計情報をクリアする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear mac-accounting TenGigE 0/1/5/0 location 1/0/0/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LANインターフェイス上の発信元MACアドレスと宛先
MACアドレスに基づいて、IPトラフィックのアカウンティ
ング情報を生成します。

mac-accounting, （143ページ）

インターフェイスのMACアカウンティングの統計情報を
表示します。

show mac-accounting（イーサネッ
ト）, （167ページ）
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flow-control
フロー制御ポーズフレームの送信をイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで flow-controlコマンドを使用します。フロー制御をディセーブルにするには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

flow-control {bidirectional| egress| ingress}

no flow-control ingress {bidirectional| egress| ingress}

___________________
構文の説明

出力および入力方向のフロー制御をイネーブルにします。bidirectional

IEEE 802.3x PAUSEフレームを受信すると、出力トラフィックを停止し
ます。

egress

入力トラフィックで輻輳がある場合は、IEEE 802.3x PAUSEフレームを
送信します。

ingress

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスで自動ネゴシエーションがイネーブルになっている場合は、デフォルトはネゴ

シエートです。

インターフェイスで自動ネゴシエーションがディセーブルになっている場合は、フロー制御ポー

ズフレームの送信が出力トラフィックと入力トラフィックの両方でディセーブルになります。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2

このコマンドが、1ギガビットイーサネット光および銅線SFP
でサポートされました。

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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フロー制御ポーズフレームの送信を明示的にイネーブルにした場合、自動ネゴシエートされ

たすべての値が、flow-controlコマンドで設定した値で上書きされます。したがって、
flow-controlコマンドで設定した値が接続の反対側で許容される設定と競合した場合、リンク
がアップになることはありません。

（注）

flow-controlコマンドがサポートされるのは、ギガビットイーサネットインターフェイス、10
ギガビットイーサネットインターフェイスだけです。flow-controlコマンドは、管理イーサ
ネットインターフェイスではサポートされません。

（注）

flow-controlコマンドの構文オプションは、ルータに搭載されている PLIMまたは SPAのタイ
プによって異なる場合があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイス0/3/0/0で入力トラフィックのフロー制御ポー

ズフレームの送信をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# flow-control ingress

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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interface（イーサネット）
イーサネットインターフェイスを指定または作成し、インターフェイスコンフィギュレーション

モードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで interface（イーサネット）
コマンドを使用します。

interface {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id

no interface {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id

___________________
構文の説明

ギガビットイーサネット（1000Mbps）インターフェイスを指定または作
成します。

GigabitEthernet

10ギガビットイーサネット（10Gbps）インターフェイスを指定または作
成します。

TenGigE

物理インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されまし

た。

リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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物理インターフェイスを指定する場合、interface-path-idの命名の表記法は rack/slot/module/portで
す。値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の
説明は次のとおりです。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0です。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで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)# interface GigabitEthernet 0/4/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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lldp
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）をシステム上の送受信の両方の動作に対してグローバルに
イネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで lldpコマンドを使用しま
す。 LLDPをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

lldp

no lldp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト LLDPはディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

lldpコマンドを使用して LLDPをグローバルにイネーブルにすると、サポートされているすべて
のインターフェイスが送受信の両方の動作に対してイネーブルになります。 lldp（インターフェ
イス）コマンドを使用して、特定のインターフェイスの送信または受信動作をディセーブルにで

きます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ルータで LLDPをグローバルにイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lldp
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

システムのグローバルLLDPの動作特性を表示します。show lldp, （153ページ）
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lldp（インターフェイス）
LLDPコンフィギュレーションモードを開始するには、lldp（インターフェイス）コマンドを使用
します。

lldp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

read, writeinterface

___________________
例 次に、イーサネットインターフェイスコンフィギュレーションモードから LLDP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)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lldp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-lldp)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）, （127
ページ）

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

132 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネットインターフェイスコマンド
lldp（インターフェイス）



lldp holdtime
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）パケットからの情報をエージングし、削除するまで、その
情報を受信デバイスで保持する時間を指定するには、グローバルコンフィギュレーションモード

で lldp holdtimeコマンドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用
します。

lldp holdtime seconds

no lldp holdtime seconds

___________________
構文の説明

パケット情報を保持する時間（秒単位）を指定する 0～65535の数字。デ
フォルトは 120です。

seconds

___________________
コマンドデフォルト パケットの保持時間は 120秒（2分）です。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、デフォルトの保持時間を 1分に変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lldp holdtime 60
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

システムのグローバル LLDPの動作特性を表示します。show lldp, （153ページ）
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lldp reinit
インターフェイス上で Link Layer Discovery Protocol（LLDP）の初期化を遅らせる時間を指定する
には、グローバルコンフィギュレーションモードで lldp reinitコマンドを使用します。デフォル
トに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

lldp reinit seconds

no lldp reinit seconds

___________________
構文の説明 LLDPの初期化を遅らせる時間（秒単位）を指定する 2～5の数字。デ

フォルトは 2です。
seconds

___________________
コマンドデフォルト LLDPの初期化がインターフェイスで 2秒間遅れます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、デフォルトの初期化遅延を 2秒から 4秒に変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lldp reinit 4
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

システムのグローバル LLDPの動作特性を表示します。show lldp, （153ページ）
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lldp timer
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）パケットレートを指定するには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで lldp timerコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマン
ドを使用します。

lldp timer seconds

no lldp timer seconds

___________________
構文の説明 LLDPパケットを送信するレート（秒単位）を指定する5～65534の数字。

デフォルトは 30です。
seconds

___________________
コマンドデフォルト LLDPパケットは 30秒間隔で送信されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、デフォルトの LLDPパケットレートを 30秒から 1分に変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lldp timer 60
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

システムのグローバル LLDPの動作特性を表示します。show lldp, （153ページ）
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lldp tlv-select disable
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)パケットの選択した Type Length Value（TLV）の送信をディ
セーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで lld tlv-select disableコマンド
を使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

lldp tlv-select tlv-name disable

no lldp tlv-select tlv-name disable

___________________
構文の説明 LLDPパケットから抑制される TLVの名前。 tlv-nameは、次の LLDP TLVタ

イプのいずれかにすることができます。

• management-address

• port-description

• system-capabilities

• system-description

• system-name

tlv-name

___________________
コマンドデフォルト LLDPパケットのすべての TLVが送信されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定の TLVは、シャーシ ID、ポート ID、および存続可能時間（TTL）TLVなどの LLDPパケッ
トで必須に分類されます。これらのTLVは、すべてのLLDPパケットに存在しなければなりませ
ん。 lldp tlv-select disableコマンドを使用して、LLDPパケットの他の任意の TLVの送信を抑制す
ることができます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、LLDPパケットからシステム機能 TLVの送信をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lldp tlv-select system-capabilities disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド
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loopback（イーサネット）
ループバックモード用にイーサネットコントローラを設定するには、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードで loopbackコマンドを使用します。ループバックをディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

loopback {external| internal| line}

no loopback

___________________
構文の説明

インターフェイスからすべての IPv4 self-pingパケットが送信され、外部で
ループバックされてから入力パスで受信します。

external

すべてのパケットがルータの内部でループバックされてから外部ケーブルに

到達します。

internal

着信ネットワークパケットが外部ケーブルを通じてループバックされます。line

___________________
コマンドデフォルト ループバックモードはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

loopbackコマンドは、すべてのタイプのイーサネットインターフェイス（ギガビットイーサネッ
ト、10ギガビットイーサネット）で使用できます。

診断用に内部と回線という 2つのループバック動作モードがサポートされています。ターミナル
（内部）ループバックでは、送信した信号が受信者側にループバックされます。ファシリティ

（回線）ループバックでは、遠端から受信した信号が回線上でループバックされて送信されます。
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2つのループバックモードを同時にアクティブにすることはできません。通常の動作モードで
は、2つのループバックモードはいずれもディセーブルになります。

loopback externalコマンドは、インターフェイスに外部ループバックコネクタが接続されてい
る場合に使用します。

ヒント

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次の例では、すべてのパケットが 10ギガビットイーサネットコントローラにループバックされ

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# loopback internal
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mac-accounting
LANインターフェイス上の送信元および宛先メディアアクセスコントロール（MAC）アドレス
に基づいて IPトラフィックのアカウンティング情報を生成するには、インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードでmac-accountingコマンドを使用します。MACアカウンティングをディ
セーブルにするには、このコマンドの noフォームを使用します。

mac-accounting {egress| ingress}

___________________
構文の説明

送信元MACアドレス（出力方向）に基づいて IPトラフィックのアカウン
ティング情報を生成します。

egress

宛先MACアドレス（入力方向）に基づいて IPトラフィックのアカウンティ
ング情報を生成します。

ingress

___________________
コマンドデフォルト MACアカウンティングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

mac-accountingコマンドでは、一意のMACアドレスとの間で IPv4パケットを受信または送信す
る LANインターフェイスについて、総パケット数および総バイト数を計算します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、入力方向の宛先MACアドレスのMACアカウンティングをイネーブルにする例を示しま

す。

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

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスのMACアカウンティング統計情
報をクリアします。

clearmac-accounting（イーサネット）, （123
ページ）

インターフェイスのMACアカウンティングの統計
情報を表示します。

showmac-accounting（イーサネット）, （167
ページ）
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mac-address（イーサネット）
イーサネットインターフェイスのMAC層アドレスを設定するには、インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードでmac-addressコマンドを使用します。デバイスのMACアドレスをデフォ
ルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

mac-address value1.value2.value3

no mac-address

___________________
構文の説明 MACアドレスの上位 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value1.

MACアドレスの中間 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value2.

MACアドレスの下位 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value3

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのMACアドレスは、ハードウェア Burned-In Address（BIA;バーンドインアドレス）

から読み取られます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MACアドレスは、4桁の値が 3つ並んだ形式になります（ドット付き 10進数表記で 12桁）。

mac-addressコマンドは、すべてのタイプのラインカードのイーサネットインターフェイス（ギ
ガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット）、および管理イーサネットインターフェ
イスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、0/1/5/0のギガビットイーサネットインターフェイスのMACアドレスを設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/5/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mac-address 0001.2468.ABCD
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negotiation auto
ギガビットイーサネットインターフェイスでリンク自動ネゴシエーションをイネーブルにするに

は、インターフェイスコンフィギュレーションモードでnegotiationautoコマンドを使用します。
リンク自動ネゴシエーションをディセーブルにするには、このコマンドのno形式を使用します。

negotiation auto

no negotiation auto

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト リンク自動ネゴシエーションはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2

negotiation autoコマンドが 1ギガビットイーサネットインター
フェイスでサポートされました。

リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

negotiation autoコマンドを使用できるのは、ギガビットイーサネットのインターフェイスのみで
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、インターフェイスでリンク自動ネゴシエーションをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/0/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# negotiation auto

次に、インターフェイスでリンク自動ネゴシエーションをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/0/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no negotiation auto
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packet-gap non-standard
CiscoCatalyst6000シリーズスイッチとの相互運用性を高めるためにインターフェイスのトラフィッ
クのパケット間隔を変更するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードでpacket-gap
non-standardコマンドを使用します。 IEEE802.ae仕様で定義された標準のパケット間隔を使用す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

packet-gap non-standard

no packet-gap non-standard

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト IEEE 802.ae仕様で定義された標準のパケット間隔が使用されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CiscoCatalyst 6000シリーズスイッチに接続されたインターフェイスでは、パケットの喪失の問題
が発生する可能性があります。この問題を解決するには、packet-gap non-standardコマンドを使
用して、トラフィックのパケット間隔を標準（IEEE 802.ae仕様で定義）以外のものに変更しま
す。

packet-gap non-standardコマンドは、10ギガビットイーサネットインターフェイスだけで使
用できます。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、インターフェイスのトラフィックのパケット間隔を標準以外のものに変更する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# packet-gap non-standard
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show controllers（イーサネット）
特定のノードのイーサネットインターフェイスに関するステータスおよび設定の情報を表示する

には、EXECモードで show controllersコマンドを使用します。

show controllers {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id [all| bert| internal| mac| phy| stats| xgxs]

___________________
構文の説明

ステータスおよび設定情報を表示するイーサネットインターフェイスの

タイプを指定します。 GigabitEthernetまたは TenGigEを入力します。
{GigabitEthernet |
TenGigE}

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

指定したインターフェイスの詳細情報を表示します。all

インターフェイスの BERTのステータス情報を表示します。bert

インターフェイスの内部情報を表示します。internal

インターフェイスのMAC情報を表示します。mac

インターフェイスの物理情報を表示します。phy

インターフェイスの統計情報を表示します。stats

10 Gigabit Ethernet Extended Sublayer（XGXS; 10ギガビットイーサネット
拡張サブレイヤ）に関する情報を表示します。

xgxs

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが初めて導入されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read

controlキーワードを使用する場合にのみ、interface
（read）タスク IDに加えて必要です。

（注）

cisco-support

readdwdm

readinterface

readsonet-sdh
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show lldp
システムのグローバル Link Layer Discovery Protocol（LLDP）の動作特性を表示するには、EXEC
コンフィギュレーションモードで show lldpコマンドを使用します。

show lldp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

lldpコマンドを使用してシステムで LLDPがグローバルにイネーブルにされると、show lldpコマ
ンドにより LLDPの動作特性が表示されます。次のコマンドの設定が表示されます。

• lldp timer

• lldp holdtime

• lldp reinit

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、システムで LLDPがグローバルにイネーブルの場合のデフォルト LLDP動作特性の例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp
Wed Apr 13 06:16:45.510 DST
Global LLDP information:

Status: ACTIVE
LLDP advertisements are sent every 30 seconds
LLDP hold time advertised is 120 seconds
LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds

次に、システムで LLDPがグローバルにイネーブルでない場合の出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp
Wed Apr 13 06:42:48.221 DST
% LLDP is not enabled

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

LLDPパケットレートを指定します。lldp timer, （137ページ）

LLDPパケットからの情報をエージングし、削除するまで、そ
の情報を受信デバイスで保持する時間を指定します。

lldp holdtime, （133ページ）

インターフェイス上で LLDPの初期化を遅らせる時間を指定
します。

lldp reinit, （135ページ）
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show lldp entry
LLDPネイバーに関する情報を表示するには、EXECコンフィギュレーションモードで show lldp
entry コマンドを使用します。

show lldp entry {* | name}

___________________
構文の説明

すべての LLDPネイバーに関する詳細情報を表示します。*

詳細情報を表示する特定の LLDPネイバーの名前。name

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、システムのすべての LLDPネイバーテーブルエントリの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp entry *
Wed Apr 13 10:29:40.342 UTC
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
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------------------------------------------------
Local Interface: GigabitEthernet0/0/0/8
Chassis id: 0026.9815.c3e6
Port id: Gi0/0/0/8
Port Description: GigabitEthernet0/0/0/8
System Name: asr9k-5

System Description:
Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0.32I[Default]
Copyright (c) 2011 by Cisco Systems, Inc.

Time remaining: 102 seconds
Hold Time: 120 seconds
System Capabilities: R
Enabled Capabilities: R
Management Addresses:
IPv4 address: 10.5.173.110

------------------------------------------------
Local Interface: GigabitEthernet0/0/0/8
Chassis id: 0026.9815.c3e6
Port id: Gi0/0/0/8.1
Port Description: GigabitEthernet0/0/0/8.1
System Name: asr9k-5

System Description:
Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0.32I[Default]
Copyright (c) 2011 by Cisco Systems, Inc.

Time remaining: 96 seconds
Hold Time: 120 seconds
System Capabilities: R
Enabled Capabilities: R
Management Addresses:
IPv4 address: 10.5.173.110

Total entries displayed: 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）
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show lldp errors
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）エラーおよびオーバーフローの統計情報を表示するには、
EXECコンフィギュレーションモードで show lldp errorsコマンドを使用します。

show lldp errors [location location]

___________________
構文の説明

（任意）指定した場所の LLDPネイバーに関する情報を表示します。
location引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location location

___________________
コマンドデフォルト システムの LLDPエラーおよびオーバーフローの統計情報の合計が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、show lldp errorsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp errors
Wed Apr 13 06:17:08.321 DST

LLDP errors/overflows:
Total memory allocation failures: 0
Total encapsulation failures: 0
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Total input queue overflows: 0
Total table overflows: 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルに

LLDPをイネーブルにします。
lldp, （129ページ）

LLDPトラフィックの統計情報を表示します。show lldp traffic, （165ページ）
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show lldp interface
インターフェイスの Link Layer Discovery Protocol（LLDP）の設定およびステータス情報を表示す
るには、EXECコンフィギュレーションモードで show lldp interfaceコマンドを使用します。

show lldp interface [type interface-path-id | location location]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。ルータ
構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

（注）

interface-path-id

（任意）指定した場所のLLDPネイバーに関する情報を表示します。 location
引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location location

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイスの LLDPの設定およびステータス情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

システムで LLDPがグローバルにイネーブルの場合、サポートされているすべてのインターフェ
イスが LLDPの受信動作と送信動作の両方に対して自動的にイネーブルになります。インター
フェイスでLLDPコンフィギュレーションモードで receive disableコマンドまたは transmit disable
コマンドを使用して、LLDPの受信動作または送信動作に対してインターフェイスを個別にディ
セーブルにできます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、0/1/0/7のギガビットイーサネットインターフェイスの show lldp interfaceコマンドの出力

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp interface gigabitethernet 0/1/0/7
Wed Apr 13 13:22:30.501 DST

GigabitEthernet0/1/0/7:
Tx: enabled
Rx: enabled
Tx state: IDLE
Rx state: WAIT FOR FRAME

表 10：show lldp interface のフィールドの説明

説明フィールド

LLDPアドバタイズメントを送信するインター
フェイスの設定ステータス。

Tx:

LLDPアドバタイズメントを受信するインター
フェイスの設定ステータス。

Rx:

インターフェイスの LLDP送信プロセスのス
テータス。

Tx state:

インターフェイスの LLDP受信プロセスのス
テータス。

Rx state:

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

LLDPコンフィギュレーションモードを開始します。lldp（インターフェイス）, （131
ページ）

インターフェイス上での LLDP受信動作をディセーブルにし
ます。

receive disable
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説明コマンド

インターフェイスのLLDP送信動作をディセーブルにします。transmit disable
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show lldp neighbors
LinkLayerDiscovery Protocol（LLDP）ネイバーに関する情報を表示するには、EXECコンフィギュ
レーションモードで show lldp neighborsコマンドを使用します。

show lldp neighbors [type interface-path-id | location location] [detail]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。ルータ
構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

（注）

interface-path-id

（任意）指定した場所のLLDPネイバーに関する情報を表示します。 location
引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location location

（任意）LLDPネイバーに関するすべての使用可能な情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト LLDPネイバーの基本デバイス情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show lldp neighborsコマンドによって表示されたネイバー情報をクリアするには、clear lldp table
コマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、show lldp neighborsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp neighbors
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID
R1 Et1/0 150 R Et1/0

Total entries displayed: 1

表 11：show lldp neighbors のフィールドの説明

説明フィールド

近接装置の名前。

デバイス IDが20文字を超える場合、
表示制約のため、IDはコマンド出力
で 20文字に切り詰められます。

（注）

Device ID

このネイバーが接続されるローカルインター

フェイス。

Local Intf

ローカルデバイスが送信側デバイスからの

LLDPアドバタイズメントを廃棄する前に保持
する時間（秒）。

Hold-time

「Capability codes」セクションに表示される文
字と定義に値が対応するネイバーのデバイスタ

イプ。

Capability

隣接デバイスのインターフェイスとポート番

号。

Port ID

次に、show lldp neighbors detailコマンドの出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp neighbors detail
Wed Apr 13 10:29:40.342 UTC
Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

------------------------------------------------
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Local Interface: GigabitEthernet0/0/0/8
Chassis id: 0026.9815.c3e6
Port id: Gi0/0/0/8
Port Description: GigabitEthernet0/0/0/8
System Name: asr9k-5

System Description:
Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0.32I[Default]
Copyright (c) 2011 by Cisco Systems, Inc.

Time remaining: 102 seconds
Hold Time: 120 seconds
System Capabilities: R
Enabled Capabilities: R
Management Addresses:
IPv4 address: 10.5.173.110

------------------------------------------------
Local Interface: GigabitEthernet0/0/0/8
Chassis id: 0026.9815.c3e6
Port id: Gi0/0/0/8.1
Port Description: GigabitEthernet0/0/0/8.1
System Name: asr9k-5

System Description:
Cisco IOS XR Software, Version 4.1.0.32I[Default]
Copyright (c) 2011 by Cisco Systems, Inc.

Time remaining: 96 seconds
Hold Time: 120 seconds
System Capabilities: R
Enabled Capabilities: R
Management Addresses:
IPv4 address: 10.5.173.110

Total entries displayed: 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

LLDPトラフィックカウンタまたは LLDPネイバー情報をリ
セットします。

clear lldp, （121ページ）
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show lldp traffic
Link Layer Discovery Protocol（LLDP）トラフィックの統計情報を表示するには、EXECコンフィ
ギュレーションモードで show lldp trafficコマンドを使用します。

show lldp traffic [location location]

___________________
構文の説明

（任意）指定した場所のトラフィックのLLDP統計情報を表示します。
location引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location location

___________________
コマンドデフォルト システムの LLDP統計情報の合計が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show lldp trafficコマンドで表示されるカウンタをリセットするには、clear lldp countersコマンド
を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、システムのすべての LLDPトラフィックの統計情報の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lldp traffic
LLDP traffic statistics:

Total frames out: 277

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 165

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネットインターフェイスコマンド
show lldp traffic



Total entries aged: 0
Total frames in: 328
Total frames received in error: 0
Total frames discarded: 0
Total TLVs discarded: 0
Total TLVs unrecognized: 0

表 12：show lldp traffic のフィールドの説明

説明フィールド

デバイスから送信された LLDPアドバタイズメ
ントの数。

Total frames out:

保持時間の期限切れが原因で削除された LLDP
ネイバーエントリの数。

Total entries aged:

デバイスによって受信された LLDPアドバタイ
ズメントの数。

Total frames in:

LLDPアドバタイズメントにいずれかのタイプ
のエラーが含まれた回数。

Total frames received in error:

LLDPプロセスが着信アドバタイズメントを廃
棄した回数。

Total frames discarded:

LLDPプロセスが LLDPフレームからの Type
Length Value（TLV）を廃棄した回数。

Total TLVs discarded:

TLVの内容がデバイスによって認識されなかっ
たため、または TLVの内容が正しく指定され
なかったために、処理できなかったTLVの数。

Total TLVs unrecognized:

___________________
関連コマンド 説明コマンド

システム上の送受信の両方の動作に対してグローバルにLLDP
をイネーブルにします。

lldp, （129ページ）

LLDPトラフィックカウンタまたは LLDPネイバー情報をリ
セットします。

clear lldp, （121ページ）
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show mac-accounting（イーサネット）
インターフェイスのMACアカウンティング統計情報を表示するには、EXECモードで show
mac-accountingコマンドを使用します。

show mac-accounting {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id [location node-id]

___________________
構文の説明 MACアカウンティング統計情報を表示するイーサネットインターフェ

イスのタイプを示します。 GigabitEthernet、TenGigEを入力します。
{GigabitEthernet |
TenGigE }

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）指定したノードの指定したインターフェイスのMACアカウン
ティングの詳細情報を表示します。 node-id引数は rack/slot/module/portの
形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、show mac-accountingコマンドを使用して、指定したインターフェイスのMACアカウン

ティング統計情報を表示した場合の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mac-accounting TenGigE 0/2/0/4 location 0/1/CPU0

TenGigE0/2/0/4
Input (511 free)

000b.4558.caca: 4 packets, 456 bytes
Total: 4 packets, 456 bytes

表 13：show mac-accounting のフィールドの説明

説明フィールド

統計情報の生成元のインターフェイス。Interface

入力MACアカウンティング統計情報の見出し。
まだ使用できるMACアカウンティングエント
リの数がカッコで囲まれて表示されます。

Input

MACアカウンティングで指定されたトラフィッ
クの全体の統計情報。不明な送信元MACアド
レスからの非 IPトラフィックなど、MACアド
レスエントリがないトラフィックは除外されま

す。

Total
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスのMACアカウンティング統計情報をク
リアします。

clearmac-accounting（イーサネット）,
（123ページ）

LANインターフェイス上の発信元MACアドレスと宛先
MACアドレスに基づいて、IPトラフィックのアカウンティ
ング情報を生成します。

mac-accounting, （143ページ）
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speed（ファストイーサネット）
ファストイーサネットインターフェイスの速度を設定するには、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードで speedコマンドを使用します。システムを自動ネゴシエーションされた速度
に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

speed {10| 100| 1000}

no speed

___________________
構文の説明

インターフェイスを 10 Mbpsで伝送するように設定します。10

インターフェイスを 100 Mbpsで伝送するように設定します。100

インターフェイスを 1000 Mbps（1 Gbps）で伝送するように設定します。1000

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスで自動ネゴシエーションがイネーブルになっている場合は、デフォルトの速度

はネゴシエートです。

自動ネゴシエーションがインターフェイスでディセーブルの場合、デフォルトの速度はそのイン

ターフェイスに可能な最高速度です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.3

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

speedコマンドを使用できるのは、管理イーサネットインターフェイスおよびファストイーサ
ネットインターフェイスのみです。

（注）
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リンクの両端には必ず同じインターフェイス速度を設定してください。手動で設定されたイ

ンターフェイス速度は、自動ネゴシエーションされた速度よりも優先されます。これにより、

リンクの一端で設定されたインターフェイス速度がもう一端のインターフェイス速度と異なる

場合、リンクが動作するのを防ぐことができます。

（注）

speedの設定は 1ギガビットイーサネット銅線 SFPでサポートされ、1ギガビットイーサネッ
ト光 SFPではサポートされません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、ファストイーサネットインターフェイスを 1ギガビットで伝送するように設定する例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface FastEthernet 0/0/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# speed 1000
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transport-mode
10ギガビットイーサネットインターフェイスのトランスポートモードを指定するには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードで transport-modeコマンドを使用します。デフォルト
のモードに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

transport-mode {wan| otn bit-transparent {opu1e| opu2e}}

no transport-mode {wan| otn bit-transparent {opu1e| opu2e}}

___________________
構文の説明 10GBASE-WWAN SONET/SDH（9.95328Gb/s）の転送用のインターフェイ

スを設定します。

wan

10GBASE-RがOTU-2に透過的にマッピングされたOptical Transport Network
（ITU-T G.709）上の 10ギガビットイーサネットのインターフェイスを設
定します。

otn bit-transparent

固定スタッフィングなしの OPU1e上の 10GBASE-R用インターフェイスを
設定します（11.0491Gb/s）。

opu1e

固定スタッフィングありの OPU2e上の 10GBASE-R用インターフェイスを
設定します（11.0957Gb/s）。

opu2e

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスは LANモードです。WANモードも OTNモードも設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

10ギガビットイーサネットインターフェイスでは、LAN、WAN、または OTNの 3種類のモー
ドが次のイーサネットラインカードでサポートされます。
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• 2ポート 10ギガビットイーサネット、20ポートギガビットイーサネットの組み合わせライ
ンカード（A9K-2T20GE-Bおよび A9K-2T20GE-L）

• 8ポート 10ギガビットイーサネットラインカード（A9K-8T-L、-B、または -E）

• 16ポート 10ギガビットイーサネット SFP+ラインカード（A9K-16T/8-Bおよび
A9K-16T/8-B+AIP）

DWDMのサポート用にインターフェイスを設定する場合は、OTNトランスポートモードの 10ギ
ガビットイーサネットインターフェイスを設定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、WAN PHYモードのインターフェイスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface 10gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# transport-mode wan
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

次に、OTN転送を使用して DWDMインターフェイスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface 10gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# transport-mode otn bit-transparent opu1e
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

次に、インターフェイスコンフィギュレーションを OTNまたはWAN PHYモードからデフォル
トの LANモードに戻す例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface 10gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no transport-mode
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラを設定で
きるWAN物理コントローラコンフィギュレーションモードを
開始します。

controllerwanphy, （1258ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネッ
ト OAM コマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで Ethernet Operations, Administration, and
Maintenance（EOAM）を設定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドにつ
いて説明します。

• action capabilities-conflict, 180 ページ

• action critical-event, 183 ページ

• action discovery-timeout, 185 ページ

• action dying-gasp, 188 ページ

• action high-threshold, 190 ページ

• action remote-loopback, 192 ページ

• action session-down, 194 ページ

• action session-up, 197 ページ

• action uni-directional link-fault, 199 ページ

• action wiring-conflict, 202 ページ

• aggregate, 205 ページ

• ais transmission, 208 ページ

• ais transmission up, 211 ページ

• buckets archive, 213 ページ

• buckets size, 215 ページ

• clear ethernet cfm ccm-learning-database location, 217 ページ

• clear ethernet cfm interface statistics, 219 ページ

• clear ethernet cfm local meps, 221 ページ
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• clear ethernet cfm peer meps, 223 ページ

• clear ethernet cfm traceroute-cache, 225 ページ

• clear ethernet lmi interfaces, 227 ページ

• clear ethernet oam statistics, 229 ページ

• clear ethernet sla statistics all, 231 ページ

• clear ethernet sla statistics on-demand, 233 ページ

• clear ethernet sla statistics profile, 236 ページ

• clear ethernet udld statistics, 239 ページ

• connection timeout, 241 ページ

• continuity-check archive hold-time, 243 ページ

• continuity-check interval, 245 ページ

• continuity-check loss auto-traceroute, 247 ページ

• cos（CFM）, 248 ページ

• debug ethernet cfm packets, 250 ページ

• debug ethernet cfm protocol-state, 253 ページ

• domain, 255 ページ

• efd, 258 ページ

• ethernet cfm（グローバル）, 260 ページ

• ethernet cfm（インターフェイス）, 262 ページ

• ethernet lmi, 264 ページ

• ethernet oam, 266 ページ

• ethernet oam loopback, 268 ページ

• ethernet oam profile, 270 ページ

• ethernet sla, 272 ページ

• ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement probe, 273 ページ

• ethernet sla on-demand operation type cfm-loopback probe, 281 ページ

• ethernet sla on-demand operation type cfm-synthetic-loss-measurement probe, 289 ページ

• ethernet udld reset interface, 295 ページ

• ethernet uni id, 296 ページ

• extension remote-uni disable, 298 ページ

• frame-period threshold, 300 ページ
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• frame-period window, 302 ページ

• frame-seconds threshold, 304 ページ

• frame-seconds window, 306 ページ

• frame threshold, 308 ページ

• frame window, 310 ページ

• hello-interval, 312 ページ

• link-monitor, 314 ページ

• log ais, 316 ページ

• log continuity-check errors, 318 ページ

• log continuity-check mep changes, 320 ページ

• log crosscheck errors, 322 ページ

• log disable, 324 ページ

• log efd, 326 ページ

• maximum-meps, 328 ページ

• mep crosscheck, 330 ページ

• mep-id, 332 ページ

• mep domain, 334 ページ

• mib-retrieval, 336 ページ

• mip auto-create, 338 ページ

• mode（Ethernet OAM）, 341 ページ

• monitoring, 343 ページ

• packet size, 345 ページ

• ping ethernet cfm, 347 ページ

• polling-verification-timer, 350 ページ

• priority（SLA）, 352 ページ

• probe, 354 ページ

• profile（EOAM）, 356 ページ

• profile（SLA）, 358 ページ

• remote-loopback, 360 ページ

• require-remote, 362 ページ

• schedule（SLA）, 365 ページ
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• send（SLA）, 369 ページ

• service, 372 ページ

• show efd interface, 376 ページ

• show ethernet cfm ccm-learning-database, 378 ページ

• show ethernet cfm configuration-errors, 381 ページ

• show ethernet cfm interfaces ais, 383 ページ

• show ethernet cfm interfaces statistics, 386 ページ

• show ethernet cfm local maintenance-points, 389 ページ

• show ethernet cfm local meps, 392 ページ

• show ethernet cfm peer meps, 398 ページ

• show ethernet cfm traceroute-cache, 406 ページ

• show ethernet lmi interfaces, 414 ページ

• show ethernet oam configuration, 424 ページ

• show ethernet oam discovery, 427 ページ

• show ethernet oam interfaces, 430 ページ

• show ethernet oam statistics, 434 ページ

• show ethernet sla configuration-errors, 436 ページ

• show ethernet sla operations, 438 ページ

• show ethernet sla statistics, 441 ページ

• show ethernet udld interfaces, 449 ページ

• show ethernet udld statistics, 452 ページ

• sla operation, 454 ページ

• snmp-server traps ethernet cfm, 456 ページ

• snmp-server traps ethernet oam events, 457 ページ

• statistics measure, 458 ページ

• status-counter, 461 ページ

• symbol-period threshold, 463 ページ

• symbol-period window, 465 ページ

• synthetic loss calculation packets, 467 ページ

• tags, 469 ページ

• traceroute cache, 471 ページ
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• traceroute ethernet cfm, 473 ページ

• uni-directional link-fault detection, 476 ページ
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action capabilities-conflict
機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスで実行するアクションを設定するには、

イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAM
コンフィギュレーションモードで action capabilities-conflictコマンドを使用します。デフォルト
に戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action capabilities-conflict {disable| efd | error-disable-interface| log}

no action capabilities-conflict {disable| efd | error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスでアクションを

実行しません。

disable

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスのラインプロト

コルをダウン状態にします。状態は、最初のパケットが矛盾なしで受信さ

れたときに削除されます。

efd

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをエラーディ

セーブル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）機能の矛盾のイベント
が発生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定
のインターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インター
フェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可
能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

efdキーワードが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスでアクションが実行されないよ

うに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action capabilities-conflict disable

次に、機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをラインプロトコルダウン状態

にするように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action capabilities-conflict efd

次に、機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にす

るように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action capabilities-conflict error-disable-interface

次に、機能の矛盾のイベントが発生したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を
示します。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action capabilities-conflict log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）
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説明コマンド

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action critical-event
重大イベント通知をリモートイーサネット OAMピアから受信したときにインターフェイスで実
行するアクションを設定するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはイ
ンターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで action critical-eventコマン
ドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action critical-event {disable| error-disable-interface| log}

no action critical-event {disable| error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

重大イベント通知を受信したときにインターフェイスでアクションを実行

しません。

disable

重大イベント通知を受信したときにインターフェイスをエラーディセーブ

ル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）重大イベント通知を受
信したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定のイ
ンターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インターフェ
イスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可能で
す。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、重大イベント通知を受信したときにインターフェイスでアクションが実行されないように

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action critical-event disable

次に、重大イベント通知を受信したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするよ

うに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action critical-event error-disable-interface

次に、重大イベント通知を受信したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を示し
ます。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action critical-event log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action discovery-timeout
接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスで実行するアクションを設定するには、イー

サネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMコン
フィギュレーションモードで action discovery-timeoutコマンドを使用します。デフォルトに戻る
には、no形式のコマンドを使用します。

action discovery-timeout {disable| efd error-disable-interface| log}

no action discovery-timeout {disable| efd error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

接続タイムアウトが発生したときにアクションを実行しません。disable

接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスのラインプロトコル

をダウン状態にします。状態は、セッションが再確立された時点で削除さ

れます。

efd

接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスをエラーディセーブ

ル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）接続タイムアウトが発
生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定のイ
ンターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インターフェ
イスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可能で
す。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

efdキーワードが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスでアクションが実行されないように

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action discovery-timeout disable

次に、接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスをラインプロトコルダウン状態にす

るように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action discovery-timeout efd

次に、接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするよ

うに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action discovery-timeout error-disable-interface

次に、接続タイムアウトが発生したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を示し
ます。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action discovery-timeout log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）
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説明コマンド

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action dying-gasp
dying-gasp通知をリモートイーサネット OAMピアから受信したときにインターフェイスで実行
するアクションを設定するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはイン
ターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで action dying-gaspコマンドを
使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action dying-gasp {disable| error-disable-interface| log}

no action dying-gasp {disable| error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明 dying-gasp通知を受信したときにインターフェイスでアクションを実行し

ません。

disable

dying-gasp通知を受信したときにインターフェイスをエラーディセーブル
状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネット OAM設定のみ）dying-gasp通知を受信
したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定のイン
ターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インターフェイ
スイーサネット OAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可能で
す。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、dying-gasp通知を受信したときにインターフェイスでアクションが実行されないように設定

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action dying-gasp disable

次に、dying-gasp通知を受信したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするように
設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action dying-gasp error-disable-interface

次に、dying-gasp通知を受信したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を示しま
す。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action dying-gasp log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action high-threshold
上限しきい値を超過したときにインターフェイスで実行するアクションを設定するには、イーサ

ネットOAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネットOAMコンフィ
ギュレーションモードで action high-thresholdコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、
no形式のコマンドを使用します。

action high-threshold {disable| error-disable-interface| log}

no action high-threshold {disable| error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）上限しきい値を超過し
たときにアクションを実行しません。

disable

上限しきい値を超過したときにインターフェイスをエラーディセーブル状

態にします。

error-disable-interface

上限しきい値を超過したときに syslogエントリを作成します。このアク
ションは、特定のインターフェイスの OAMプロファイルを上書きするた
めに、インターフェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモー
ドでだけ使用可能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、上限しきい値を超過したときにアクションは実行されません。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、上限しきい値を超過したときにインターフェイスで syslogエントリが作成されるように設

定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action high-threshold log

次に、上限しきい値を超過したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするように

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action high-threshold error-disable-interface

次に、上限しきい値を超過したときにアクションが実行されないように設定する例を示します。

この設定は、イーサネット OAMプロファイル設定を上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action high-threshold disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action remote-loopback
リモートループバックイベントが発生したときにインターフェイスで実行するアクションを設定

するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサ
ネット OAMコンフィギュレーションモードで action remote-loopbackコマンドを使用します。
デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action remote-loopback {disable| log}

no action remote-loopback {disable| log}

___________________
構文の説明

リモートループバックイベントが発生したときにインターフェイスでアクション

を実行しません。

disable

（インターフェイスイーサネット OAM設定のみ）リモートループバックイベン
トが発生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定のイ
ンターフェイスのOAMプロファイルを上書きするために、インターフェイスイー
サネット OAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、リモートループバックイベントが発生したときにインターフェイスでアクションが実行さ

れないように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action remote-loopback disable

次に、リモートループバックイベントが発生したときに syslogエントリが作成されるように設定
する例を示します。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きし
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action remote-loopback log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action session-down
イーサネット OAMセッションがダウンした場合にインターフェイスで実行するアクションを設
定するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサ
ネット OAMコンフィギュレーションモードで action session-downコマンドを使用します。デ
フォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action session-down {disable| efd | error-disable-interface| log}

no action session-down {disable| efd | error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスでアクションを

実行しません。

disable

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスのラインプロト

コルをダウン状態にします。状態は、最初のパケットが矛盾なしで受信さ

れたときに削除されます。

efd

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをエラーディ

セーブル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）機能の矛盾のイベント
が発生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定
のインターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インター
フェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可
能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

efdキーワードが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット OAMセッションがダウンした場合にインターフェイスでアクションが実行

されないように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action session-down disable

次に、イーサネット OAMセッションがダウンした場合にインターフェイスをラインプロトコル
ダウン状態にするように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action session-down efd

次に、イーサネット OAMセッションがダウンした場合にインターフェイスをエラーディセーブ
ル状態にするように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action session-down error-disable-interface

次に、イーサネット OAMセッションがダウンした場合に syslogエントリが作成されるように設
定する例を示します。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書き
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action session-down log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）
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説明コマンド

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action session-up
イーサネット OAMセッションが設定された場合にインターフェイスで実行するアクションを設
定するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサ
ネット OAMコンフィギュレーションモードで action session-upコマンドを使用します。デフォ
ルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action session-up {disable| log}

no action session-up {disable| log}

___________________
構文の説明

イーサネットOAMセッションが設定された場合にアクションはインターフェイス
で実行されません。

disable

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）イーサネットOAMセッション
が設定された場合に syslogエントリを作成します。このアクションは、特定のイ
ンターフェイスのOAMプロファイルを上書きするために、インターフェイスイー
サネット OAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 197

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
action session-up



___________________
例 次に、イーサネット OAMセッションが設定された場合にインターフェイスでアクションが実行

されないように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action session-up disable

次に、イーサネット OAMセッションが設定された場合に syslogエントリが作成されるように設
定する例を示します。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書き
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action session-up log

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

198 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
action session-up



action uni-directional link-fault
リンク障害通知をリモートイーサネット OAMピアから受信したときにインターフェイスで実行
するアクションを設定するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはイン
ターフェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードで action uni-directional link-fault
コマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

action uni-directional link-fault {disable| efd | error-disable-interface| log}

no action uni-directional link-fault {disable| efd | error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスでアクションを

実行しません。

disable

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスのラインプロト

コルをダウン状態にします。状態は、最初のパケットが矛盾なしで受信さ

れたときに削除されます。

efd

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをエラーディ

セーブル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）機能の矛盾のイベント
が発生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定
のインターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インター
フェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可
能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションは、syslogエントリの作成です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。

このコマンドでaction link-faultコマンドが置き換えられました。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドでは、単方向リンク障害通知がピアから受信された場合に実行するアクションのみ

が決定されます。これは、障害がローカルに検出されたときに実行するアクションには影響しま

せん。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、リンク障害通知を受信したときにインターフェイスでアクションが実行されないように設

定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action uni-directional link-fault disable

次に、リンク障害通知を受信したときにインターフェイスをラインプロトコルダウン状態にする

ように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action uni-directional link-fault efd

次に、リンク障害通知を受信したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするよう

に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action uni-directional link-fault error-disable-interface

次に、リンク障害通知を受信したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を示しま
す。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# action uni-directional link-fault log
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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action wiring-conflict
配線競合イベントが発生したときにインターフェイスで実行するアクションを設定するには、イー

サネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMコン
フィギュレーションモードで action wiring-conflictコマンドを使用します。デフォルトに戻るに
は、no形式のコマンドを使用します。

action wiring-conflict {disable| efd | error-disable-interface| log}

no action wiring-conflict {disable| efd | error-disable-interface| log}

___________________
構文の説明

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスでアクションを

実行しません。

disable

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスのラインプロト

コルをダウン状態にします。状態は、最初のパケットが矛盾なしで受信さ

れたときに削除されます。

efd

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイスをエラーディ

セーブル状態にします。

error-disable-interface

（インターフェイスイーサネットOAM設定のみ）機能の矛盾のイベント
が発生したときに syslogエントリを作成します。このアクションは、特定
のインターフェイスの OAMプロファイルを上書きするために、インター
フェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモードでだけ使用可
能です。

log

___________________
コマンドデフォルト デフォルトアクションはインターフェイスをエラーディセーブル状態にします。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

efdキーワードが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、配線競合イベントが発生したときにインターフェイスでアクションが実行されないように

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action wiring-conflict disable

次に、配線競合イベントが発生したときにインターフェイスをラインプロトコルダウン状態にす

るように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action wiring-conflict efd

次に、配線競合イベントが発生したときに syslogエントリが作成されるように設定する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# action wiring-conflict log

次に、配線競合イベントが発生したときにインターフェイスをエラーディセーブル状態にするよ

うに設定する例を示します。この設定は、インターフェイスイーサネット OAMプロファイルを
上書きします。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
(config-if-eoam)# action wiring-conflict error-disable-interface

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）
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説明コマンド

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリン

ク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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aggregate
統計情報の収集結果を集約するビンのサイズと数を設定するには、SLAプロファイル統計情報コ
ンフィギュレーションモードで aggregateコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形
式のコマンドを使用します。

aggregate {bins count width width| none}

no aggregate {bins count width width| none}

___________________
構文の説明

ビンの数。指定できる範囲は 2～ 100です。bins count

遅延およびジッター測定の場合、各ビンのサイズはミリ秒単位となります

（範囲 1～ 10000）。

損失測定の場合、各ビンのサイズはパーセント単位となります（範囲 1～
100）。

さらに、測定タイプに関係なく、ビンの数が2以上の場合、幅を指定する必
要があります。

width width

集約は行われません。すべてのサンプルが個別に保存されます。none

___________________
コマンドデフォルト 遅延測定の場合、収集された統計情報はすべて 1つのビンに集約されます。

損失測定の場合、デフォルトで集約はディセーブルです。

___________________
コマンドモード SLAプロファイル統計情報コンフィギュレーション（config-sla-prof-stat-cfg）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

Y.1731合成損失測定（SLM）の測定統計情報が追加されま
した。

リリース 4.3.0

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 205

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
aggregate



___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のメトリックの集約を変更すると、そのメトリックのすべてのストレージデータをクリアし

ます。

集約がイネーブルになっている場合は、それぞれ値の範囲を表す複数のビンが作成されます。

個々の結果を保存する代わりに、各ビンの範囲内にある結果数のカウンタのみが保存されます。

この場合、使用されるメモリは、個々の結果を保存するよりもはるかに少なくなります。

遅延およびジッター測定の場合、最初のビンは 0で開始し、各ビンは、指定した幅で定義された
値の範囲をカバーします（無限で終了する最後のビンを除く）。たとえば、集約ビン数 4、幅 20
の遅延測定では、次のサンプル範囲で 4ビンの統計情報が生成されます。

•ビン 1：遅延範囲 0～ 20ミリ秒未満のサンプル。

•ビン 2：遅延範囲 20以上～ 40ミリ秒未満のサンプル。

•ビン 3：遅延範囲 40以上～ 60ミリ秒未満のサンプル。

•ビン 4：遅延範囲 60ミリ秒以上のサンプル（無制限）。

合成損失測定の場合、最初のビンは 0で開始し、各ビンは、指定した幅で定義された値の範囲を
カバーします（無限で終了する最後のビンを除く）。たとえば、集約ビン数 4、幅 25の損失測定
では、次のサンプル範囲で 4ビンの統計情報が生成されます。

•ビン 1：損失範囲 0～ 25%未満のサンプル。

•ビン 2：損失範囲 25以上～ 50%未満のサンプル。

•ビン 3：損失範囲 50以上～ 75%未満のサンプル。

•ビン 4：損失範囲 75以上～ 100%未満のサンプル。

遅延測定およびジッター測定（ラウンドトリップまたは単方向）の場合、最初のビンの下限は

ゼロで、最後のビンは事実上無限幅です。集約がディセーブルの場合、個々の遅延値が保存

されます。損失測定の場合、最初のビンの下限はゼロで、最後のビンの上限は 100です。最
後のビンは、他のビンより幅が広い場合があります。集約がディセーブルの場合、計算され

た各 FLR値が保存されます。

（注）

各ビンの下限は包括的ですが、上限は排他的です。特定のメトリックの集約を変更すると、

そのメトリックのすべてのストレージデータをクリアします。

（注）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

206 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
aggregate



___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、それぞれ 20ミリ秒の範囲の 4ビンでラウンドトリップ遅延統計情報の測定を設定する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# statistics measure round-trip-delay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-stat-cfg)# aggregate bins 4 width 20
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ais transmission
接続障害管理（CFM）ドメインサービスのアラーム表示信号（AIS）送信を設定するには、CFM
ドメインサービスコンフィギュレーションモードで ais transmissionコマンドを使用します。
CFMドメインサービスで AIS送信をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

ais transmission [interval 1s| 1m] [cos cos]

no ais transmission [interval 1s| 1m] [cos cos]

___________________
構文の説明

（任意）AISパケットが送信される間隔。次の値が有効です。

• 1s：1秒の間隔

• 1m：1分の間隔

interval

（任意）AISパケットのサービスクラス（CoS）を指定します。有効値の
範囲は 0～ 7です。

cos cos

___________________
コマンドデフォルト AIS送信はデフォルトでディセーブルです。

intervalを指定しない場合、デフォルトの間隔は 1秒です。

cosを指定しない場合、各MEPではインターフェイスから継承した独自の CoS値が使用されま
す。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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このコマンドは、サービスのすべてのMEPの AISをイネーブルにします。 AISメッセージは次
のイベントによってトリガーされます。

• CCM障害の検出。

•喪失ピアMEPの検出（クロスチェックが設定されている場合）。

• AISまたは LCKメッセージの受信。

•インターフェイスダウンイベントの検出（ダウンMEPのみ）。

AISメッセージは、MEPによって送信される CCMメッセージおよびその他の CFMメッセージの
反対方向に送信されます。したがって、アップMEPがインターフェイスから AISメッセージを
送信するのに対し、ダウンMEPはブリッジング機能に対して AISメッセージを送信します。

さらに、AISメッセージはMEPによって送信される他の CFMメッセージよりも高いメンテナン
スレベルで送信されます。

•同じ方向のインターフェイスに、より高レベルのMEP（アップMEPまたはダウンMEP）が
存在する場合、AISメッセージはこのより高レベルのMEPに内部的に渡されます。この場
合、AISメッセージは実際には送信されません（より高レベルのMEPも AIS送信が設定さ
れたサービスに存在する場合を除く）。

•インターフェイスにMIPがある場合、AISメッセージはMIPレベルで送信されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、CFMドメインサービスのアラーム表示信号（AIS）の送信を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain D1 level 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service S1 bridge group BG1 bridge-domain BD2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# ais transmission interval 1m cos 7

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMドメインサービスの AISロギングを、AISまたは
LCKパケットを受信したときに示すように設定します。

log ais, （316ページ）

CFMインターフェイスの AIS送信を設定します。ais transmission up, （211ページ）
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説明コマンド

現在AISを送信しているインターフェイスに関する情報
を表示します。

show ethernet cfm interfaces ais, （383ペー
ジ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ペー
ジ）
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ais transmission up
接続障害管理（CFM）インターフェイスのアラーム表示信号（AIS）送信を設定するには、CFM
コンフィギュレーションモードで ais transmission upコマンドを使用します。インターフェイス
で AIS送信をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ais transmission up [interval 1s| 1m] [cos cos]

no ais transmission up [interval 1s| 1m] [cos cos]

___________________
構文の説明

（任意）AISパケットが送信される間隔。次の値が有効です。

• 1s：1秒の間隔

• 1m：1分の間隔

interval

（任意）AISパケットのサービスクラス（CoS）を指定します。有効値の
範囲は 0～ 7です。

cos cos

___________________
コマンドデフォルト AIS送信はデフォルトでディセーブルです。

intervalを指定しない場合、デフォルトの間隔は 1秒です。

cosを指定しない場合、各MEPではインターフェイスから継承した独自の CoS値が使用されま
す。

___________________
コマンドモード インターフェイス CFMコンフィギュレーション（config-if-cfm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CFMの AIS送信パケットは、ダウンMEPがないインターフェイスでのみ設定できます。 AISパ
ケットは、MIPがインターフェイスにあり、ラインプロトコルステートがダウンの場合にだけ送
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信されます。 AISメッセージは、ブリッジング機能（アップMEPが CCMを送信するのと同じ方
向）に向かって送信され、MIPレベルで送信されます。

AIS送信がダウンMEPがあるインターフェイスで設定されている場合、設定は無視され、show
ethernet cfm configuration-errorsコマンドでエラーが表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、CFMインターフェイス上で AISの送信を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm)# ais transmission up interval 1m cos 7

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMドメインサービスの AIS送信を設定します。ais transmission, （208ページ）

CFMドメインサービスの AISロギングを、AISまたは
LCKパケットを受信したときに示すように設定します。

log ais, （316ページ）

現在 AISを送信しているインターフェイスに関する情報
を表示します。

show ethernet cfm interfaces ais, （383ペー
ジ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ペー
ジ）
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buckets archive
メモリに保存するバケット数を設定するには、SLAプロファイル統計情報コンフィギュレーショ
ンモードで buckets archiveコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

buckets archive number

___________________
構文の説明

保存するバケット数。指定できる範囲は 1～ 100です。number

___________________
コマンドデフォルト メモリに保存されるバケットのデフォルト数は 100です。

___________________
コマンドモード SLAプロファイル統計情報コンフィギュレーション（config-sla-prof-stat-cfg）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

最も古いバケットに格納された結果は、制限に到達すると、新しい結果にスペースを空けるため

に廃棄されます。特定のメトリックのアーカイブされたバケット数が減少すると、最も古いバ

ケットが削除され、残りのバケットはそのままにされます。特定のメトリックのアーカイブされ

たバケット数が増加すると、データが収集されたときに、最も新しいバケットに挿入されます。

バケットの説明については、buckets size, （215ページ）コマンドの使用上のガイドラインを参照
してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、メモリに格納するバケット数を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# statistics measure round-trip-delay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-stat-cfg)# buckets archive 50

___________________
関連コマンド 説明コマンド

統計情報を収集するバケットサイズを設定します。buckets size, （215ページ）
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buckets size
統計情報を収集するバケットサイズを設定するには、SLAプロファイル統計情報コンフィギュ
レーションモードで buckets sizeコマンドを使用します。 buckets sizeをデフォルト値に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

buckets size number {probes}

no buckets size number {probes}

___________________
構文の説明

各バケットのサイズを指定します。各バケットに含まれるプローブの数

です。指定できる範囲は 1～ 100です。
number

バケットは複数のプローブにまたがります。probes

___________________
コマンドデフォルト バケットごとに 1つのプローブが収集されます。

___________________
コマンドモード SLAプロファイル統計情報コンフィギュレーションモード（config-sla-prof-stat-cfg）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

per-probeキーワードが廃止されました。リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バケットは統計情報を収集する期間を表します。その期間中に受信したすべての結果が対応する

バケットに記録されます。集約がイネーブルの場合、各バケットはビンとカウンタの独自のセッ

トを持ち、これらのカウンタには、バケットで示される期間に受信された結果だけが含まれます。

デフォルトでは、プローブごとに個別のバケットがあります。期間は、プローブが持続する期間

に応じて決定されます（probe, （354ページ）、send（SLA）, （369ページ）、および schedule
（SLA）,（365ページ）コマンドで設定）。このコマンドでは、プローブごとのバケット数を増
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やしたり、減らしたりできるよう、バケットサイズを変更できます。（バケット数を少なくする

と、複数のプローブの結果を同じバケットに含めることができます）。

特定のメトリックのバケットサイズを変更すると、そのメトリックのすべてのストレージデー

タをクリアします。すべての既存バケットは削除され、新しいバケットが作成されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、統計情報を収集するバケットサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# statistics measure round-trip-delay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-stat-cfg)# buckets size 100 per-probe

___________________
関連コマンド 説明コマンド

メモリに保存するバケット数を設定します。buckets archive, （213ページ）

SLAプロファイルプローブコンフィギュレーション
モードを開始します。

probe, （354ページ）

schedule（SLA）, （365ページ）

動作プロファイルのプローブが送信するパケットの数と

タイミングを設定します。

send（SLA）, （369ページ）
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clear ethernet cfm ccm-learning-database location
連続性チェックメッセージ（CCM）学習データベースをクリアするには、EXECモードで clear
ethernet cfm ccm-learning-database locationコマンドを使用します。

clear ethernet cfm ccm-learning-database location {all| node-id}

___________________
構文の説明

すべてのインターフェイスの CCM学習データベースをクリアします。all

r ack/slot/module形式で入力された指定したノードの CCM学習データベース
をクリアすることができます。

node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services
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___________________
例 次に、すべてのインターフェイスのすべての CFM CCM学習データベースをクリアする例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet cfm ccm-learning-database location all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CCM学習データベースを表示します。show ethernet cfm ccm-learning-database, （378ペー
ジ）
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clear ethernet cfm interface statistics
イーサネットCFMインターフェイスのカウンタをクリアするには、EXECモードで clear ethernet
cfm interface statisticsコマンドを使用します。

clear ethernet cfm interface interface-path-id statistics [location {all| location}]

clear ethernet cfm interface statistics location {all| node-id}

___________________
構文の説明

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

（指定したインターフェイスで使用する場合にのみ任意）指定されたインター

フェイスまたはすべてのインターフェイスのMACアカウンティング統計情報
をクリアします。

location

すべてのインターフェイスの CFMカウンタをクリアします。all

rack/slot/module形式を使用して、指定したインターフェイスのCFMカウンタ
をクリアします。

node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、すべてのインターフェイスのすべての CFMカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet cfm interface statistics location all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイス固有の CFMカウンタを表示し
ます。

show ethernet cfm interfaces statistics, （386ペー
ジ）
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clear ethernet cfm local meps
すべてのMEPまたは指定したMEPのカウンタをクリアするには、EXECモードで clear ethernet
cfm local mepsコマンドを使用します。

clear ethernet cfm local meps {all| domain domain-name {all| service service-name {all|mep-id id}}|
interface interface-name {all| domain domain-name}}

___________________
構文の説明

すべてのローカルMEPのカウンタをクリアします。all

メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大 80文字の
ストリング。

構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能
を使用してください。

（注）

domain domain-name

メンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識

別する最大 80文字のストリング。
service service-name

メンテナンスエンドポイント（MEP）の ID番号。MEPの ID番号
の範囲は 1～ 8191です。

mep-id id

イーサネットインターフェイスを識別する最大 80文字のストリン
グ。

interface interface-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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次のカウンタがクリアされます。

•送信された連続性チェックメッセージ（CCM）の数

•受信した CCMの数

•シーケンスを外れて受信した CCMの数

•受信したが、maximum-meps制限のために廃棄された CCMの数

• CFM pingに使用されるループバックメッセージ（LBM）の数

• CFM pingに使用される送受信されたループバック応答（LBR）の数

•シーケンスを外れて受信した LBRの数

•不正なデータを含む受信した LBRの数（対応する LBMで送信されたパディングに一致しな
いパディングを含む LBRなど）

•送受信されたアラーム表示信号（AIS）メッセージの数

•受信したロック（LCK）メッセージの数

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、すべてのMEPのカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet cfm local meps all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

222 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
clear ethernet cfm local meps



clear ethernet cfm peer meps
すべてのピアMEPまたは指定したローカルMEPのピアMEPをクリアするには、EXECモードで
clear ethernet cfm peer mepsコマンドを使用します。

clear ethernet cfm peermeps {all| domain domain-name {all| service service-name {all| local mep-id id}}|
interface interface-name {all| domain domain-name}}

すべてのピアMEPのカウンタをクリアします。all

メンテナンスポイントが存在するドメインを識

別する最大 80文字のストリング。

構文の詳細については、疑問符（?）
オンラインヘルプ機能を使用してく

ださい。

（注）

domain domain-name

メンテナンスエンドポイントが属するメンテ

ナンスアソシエーションを識別する最大 80文
字のストリング。

service service-name

ローカルメンテナンスエンドポイント（MEP）
の ID番号。MEPの ID番号の範囲は 1～ 8191
です。

local mep-id id

イーサネットインターフェイスを識別する最大

80文字のストリング。
interface interface-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 223

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
clear ethernet cfm peer meps



___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、すべての受信した CCMおよび対応するピアMEPをデータベースから削除しま
す（クロスチェックで設定されたものを除く）。ピアMEPは、次のCCMを受信すると再び追加
されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、すべてのピアMEPをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet cfm peer meps all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に
関する情報を表示します。

showethernet cfmpeermeps, （398ページ）
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clear ethernet cfm traceroute-cache
tracerouteキャッシュの内容を削除するには、EXECモードで clear ethernet cfm traceroute-cache
コマンドを使用します。

clear ethernet cfm traceroute-cache {all| domain domain-name {all| service service-name {all|mep-id
id}}| interface interface-name {all| domain domain-name}}

___________________
構文の説明

メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大 80文字の
ストリング。

構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機
能を使用してください。

（注）

domain domain-name

メンテナンスエンドポイントが属するメンテナンスアソシエーショ

ンを識別する最大 80文字のストリング。
service service-name

メンテナンスエンドポイント（MEP）の ID番号。MEPの ID番号
の範囲は 1～ 8191です。

mep-id id

イーサネットインターフェイスを識別する最大 80文字のストリン
グ。

interface interface-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、すべてのイーサネット cfm tracerouteキャッシュを削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet cfm traceroute-cache all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

tracerouteキャッシュエントリの最大制限または traceroute
キャッシュエントリを保持する最大時間限度を設定しま

す。

traceroute cache, （471ページ）

tracerouteキャッシュの内容を表示します。show ethernet cfm traceroute-cache, （406
ページ）
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clear ethernet lmi interfaces
1つまたはすべてのインターフェイスのイーサネット LMI統計情報をクリアするには、EXECコ
ンフィギュレーションモードで clear ethernet lmi interfacesコマンドを使用します。

clear ethernet lmi interfaces {type interface-path-id | all}

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを表

示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

E-LMIプロトコルを実行するすべてのイーサネットインターフェイスで LMI
の統計情報のクリアを指定します。

all

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/0/0/0の E-LMI統計情報をクリアする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet lmi interfaces GigabitEthernet 0/0/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

プロトコルステータス、エラー統計情報、およびイベント

統計情報を含むインターフェイスの E-LMI情報を表示しま
す。

show ethernet lmi interfaces, （414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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

228 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
clear ethernet lmi interfaces



clear ethernet oam statistics
イーサネット OAMインターフェイスのパケットカウンタをクリアするには、EXECモードで
clear ethernet oam statisticsコマンドを使用します。

clear ethernet oam statistics [interface type interface-path-id| location node-id all]

___________________
構文の説明

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface type
interface-path-id

特定のノードの接続統計をクリアします。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

location

ノードのパス ID。node-id

ルータのすべてのノードの統計情報をクリアします。all

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合、すべてのイーサネット OAMインターフェイスのパケットカウン

タがクリアされます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、特定のインターフェイスでパケットカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet oam statistics interface gigabitethernet 0/1/5/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスのローカルおよびリモートイー

サネット OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ページ）
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clear ethernet sla statistics all
オンデマンド動作を含むすべての動作プローブによって収集されたSLA統計情報を含むバケット
の内容を削除するには、EXECモードで clear ethernet sla statistics allコマンドを使用します。

clear ethernet sla statistics [current| history] all

___________________
構文の説明

（任意）すべての動作の現在満たされているバケットの統計情報をクリア

します。

current

（任意）すべての動作の満杯になったバケットの統計情報をクリアしま

す。

history

すべての動作の統計情報をクリアします。all

___________________
コマンドデフォルト currentまたは historyを使用しない場合、すべての動作（オンデマンド動作を含む）の全バケッ

ト（現在、旧、新、半分空、および満杯）がクリアされます。これは、動作の再開と同等です。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

現在実行中のプローブのバケットをクリアしても、残りの統計情報は引き続き収集され、そのバ

ケットに保存されます。

バケットの説明については、buckets size, （215ページ）コマンドの使用上のガイドラインを参照
してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、すべてのプローブによって収集されたSLAメトリックを含むバケットの内容をすべて削除

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics all

次に、すべてのプローブによって収集されたSLAメトリックを含む現在のバケットの内容をすべ
て削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics current all

次に、すべてのプローブによって収集されたSLAメトリックを含む満杯のバケットの内容をすべ
て削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics history all
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clear ethernet sla statistics on-demand
オンデマンドプローブによって収集されたSLA統計情報を含むバケットの内容を削除するには、
EXECモードで clear ethernet sla statistics on-demandコマンドを使用します。

clear ethernet sla statistics [current| history] on-demand {all| id} [interface type interface-path-id domain
all| interface type interface-path-id domain domain-name target {all|mac-address H.H.H|mep-id id}|
interface all domain domain-name]

___________________
構文の説明

（任意）現在満たされているすべてのバケットの統計情報をクリアしま

す。

current

（任意）すべての満杯のバケットの統計情報をクリアします。history

すべてのオンデマンド動作の統計情報をクリアします。all

指定した数のオンデマンド動作の統計情報をクリアします。id

（任意）指定したインターフェイスタイプの統計情報をクリアします。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

すべてのドメインのオンデマンド動作の統計情報をクリアします。domain all

指定したドメインのオンデマンド動作の統計情報をクリアします。domain domain-name

指定したインターフェイスドメインのすべてのMEPを対象とするオン
デマンド動作の統計情報をクリアします。

target all

指定したMACアドレスを対象とするオンデマンド動作の統計情報をク
リアします。

target mac-address
H.H.H

指定したMEP IDを対象とするオンデマンド動作の統計情報をクリアし
ます。

target mep-id id

（任意）すべてのインターフェイスのオンデマンド動作の統計情報をク

リアします。

interface all
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___________________
コマンドデフォルト currentまたはhistoryを使用しない場合、オンデマンド動作のすべてのバケット（現在、旧、新、

半分空、および満杯）がクリアされます。これは、動作の再開と同等です。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

現在実行中のプローブのバケットをクリアしても、残りの統計情報は引き続き収集され、そのバ

ケットに保存されます。

バケットの説明については、buckets size, （215ページ）コマンドの使用上のガイドラインを参照
してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、ID 1のオンデマンド動作の、現在満たされているすべてのバケットの内容を削除する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics current on-demand 1

次に、すべてのオンデマンド動作の全バケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics on-demand all

次に、特定のMEPを対象とする、指定したインターフェイスおよびドメインのすべてのオンデマ
ンド動作の全バケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics on-demand all interface TenGigE 0/6/1/0
domain D1 target mep-id 3
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべての動作プローブによって収集されたSLA統計情
報を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics all, （231ページ）

CFMの遅延測定のオンデマンドイーサネット SLA動
作プローブを実行します。

ethernet sla on-demand operation type
cfm-delay-measurement probe, （273ペー
ジ）

CFMのループバック測定のオンデマンドイーサネッ
ト SLA動作プローブを実行します。

ethernet sla on-demand operation type
cfm-loopback probe, （281ページ）

設定済みイーサネットSLA動作に関する情報を表示し
ます。

show ethernet sla operations, （438ページ）

プローブによって収集されたイーサネット SLAメト
リックを含むバケットの内容を表示します。

show ethernet sla statistics, （441ページ）
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clear ethernet sla statistics profile
プロファイルのプローブによって収集された SLA統計情報を含むバケットの内容を削除するに
は、EXECモードで clear ethernet sla statistics profileコマンドを使用します。

clear ethernet sla statistics [current| history] profile {all| profile-name} [interface type interface-path-id
domain all| interface type interface-path-id domain domain-name target {all|mac-addressH.H.H|mep-id
id}| interface all domain domain-name]

___________________
構文の説明

（任意）現在満たされているすべてのバケットの統計情報をクリアし

ます。

current

（任意）すべての満杯のバケットの統計情報をクリアします。history

指定したプロファイル名の統計情報をクリアします。profile-name

すべてのプロファイルの統計情報をクリアします。all

（任意）指定したインターフェイスタイプの統計情報をクリアします。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

すべてのドメインのオンデマンド動作の統計情報をクリアします。domain all

指定したドメインのオンデマンド動作の統計情報をクリアします。domain domain-name

指定したインターフェイスドメインのすべてのMEPを対象とするオ
ンデマンド動作の統計情報をクリアします。

target all

指定したMACアドレスを対象とするオンデマンド動作の統計情報をク
リアします。

targetmac-addressH.H.H

指定したMEP IDを対象とするオンデマンド動作の統計情報をクリア
します。

target mep-id id

（任意）すべてのインターフェイスのオンデマンド動作の統計情報を

クリアします。

interface all
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___________________
コマンドデフォルト currentまたは historyを使用しない場合、プロファイルのすべてのバケット（現在、旧、新、半

分空、および満杯）がクリアされます。これは、動作の再開と同等です。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

現在実行中のプローブのバケットをクリアしても、残りの統計情報は引き続き収集され、そのバ

ケットに保存されます。

バケットの説明については、buckets size, （215ページ）コマンドの使用上のガイドラインを参照
してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、指定したプロファイルの、現在満たされているすべてのバケットの内容を削除する例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics current profile P1

次に、指定したプロファイルの、すべての満杯のバケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics history profile P2

次に、指定したプロファイルの、すべてのバケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics profile P3
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次に、すべてのプロファイルの全バケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics profile all

次に、特定のMEPを対象とする、指定したインターフェイスおよびドメインのすべてのプロファ
イルの全バケットの内容を削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ethernet sla statistics profile all interface TenGigE 0/6/1/0
domain D1 target mep-id 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

統計情報を収集するバケットサイズを設定します。buckets size, （215ページ）
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clear ethernet udld statistics
ステートマシン状態遷移およびUDLDプロトコルを実行しているインターフェイスで交換される
パケットの統計情報を削除するには、イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

モードで clear ethernet udld statisticsコマンドを使用します。

clear ethernet udld statistics[interface type |unaccounted-drops |all]

___________________
構文の説明

（任意）指定したインターフェイスタイプに関する情報をクリアしま

す。インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス固有のカウ

ンタだけが表示され、ノードカウンタは表示されません。

interfacetype

（任意）ノードカウンタのみの情報をクリアします。unaccounted-drops

（任意）すべての udld統計情報をクリアします。all

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、インターフェイスの clear ethernet udld statisticsコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routerclear ethernet udld statistics interface GigabitEthernet 0/1/0/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ステートマシン状態遷移および UDLDインターフェイス
で送受信されるパケットの統計情報を表示します。

show ethernet udld statistics, （452ペー
ジ）
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connection timeout
イーサネット OAMセッションのタイムアウト値を設定するには、イーサネット OAMコンフィ
ギュレーションモードで connection timeoutコマンドを使用します。

connection timeout seconds

___________________
構文の説明

秒単位の接続タイムアウト時間。範囲は 2～ 30です。seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 5です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

パケットが指定した時間内に OAMピアから受信されない場合、OAMセッションはダウンにな
り、ネゴシエーションフェーズが再び開始されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット OAMセッションの接続タイムアウト値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 241

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
connection timeout



RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# connection timeout 20

___________________
関連コマンド 説明コマンド

接続タイムアウトが発生したときにインターフェイスで実

行するアクションを設定します。

action discovery-timeout, （185ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

インターフェイス上でイーサネット OAMセッションに現
在設定されている OAM情報を表示します。

show ethernet oam discovery, （427ペー
ジ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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continuity-check archive hold-time
ピアメンテナンスエンドポイント（MEP）が、タイムアウト（それ以上のCCMが受信されない）
した後に連続性チェックデータベースに保持される時間の時間制限を設定するには、CFMドメイ
ンサービスコンフィギュレーションモードで continuity-check archive hold-timeコマンドを使用
します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

continuity-check archive hold-time minutes

no continuity-check archive hold-time minutes

___________________
構文の説明

ピアMEPが、クリアされる前に連続性チェックデータベースに保持される
時間制限（分単位）。範囲は 1～ 65535です。

minutes

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 100です。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ピアMEPは、タイムアウト（それ以上の連続性チェックメッセージ（CCM）が受信されない）
後、show ethernet cfm peer mepsコマンド出力に表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に
関する情報を表示します。

showethernet cfmpeermeps, （398ページ）
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continuity-check interval
連続性チェックをイネーブルにし、連続性チェックメッセージが送信される間隔を設定するか、

またはMEPのダウンを宣言するタイミングを示すしきい値の制限を設定するには、CFMドメイ
ンサービスコンフィギュレーションモードで continuity-check intervalコマンドを使用します。
連続性チェックをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

continuity-check interval time [loss-threshold threshold]

no continuity-check interval time [loss-threshold threshold]

___________________
構文の説明

連続性チェックメッセージの送信間隔。次の値が有効です。

• 100ms：100ミリ秒

• 1s：1秒

• 10s：10秒

• 1m：1分

• 10m：10分

time

（任意）MEPのダウン（到達不能）をCFMが宣言する前に失われる連続
性チェックメッセージの数を指定します。範囲は 2～ 255です。 interval
とともに使用されます。

loss-threshold
threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、連続性チェックはディセーブルです。

loss-thresholdを指定しない場合、デフォルトは 3です。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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continuity-check loss auto-traceroute
MEPのダウンが宣言されたときの tracerouteの自動トリガーを設定するには、CFMドメインサー
ビスコンフィギュレーションモードで continuity-check loss auto-tracerouteコマンドを使用しま
す。 tracerouteの自動トリガーをディセーブルにするには、このコマンドのno形式を使用します。

continuity-check loss auto-traceroute

no continuity-check loss auto-traceroute

このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 自動トリガーはオフです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

tracerouteの結果は、show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドを使用して確認できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
関連コマンド 説明コマンド

tracerouteキャッシュの内容を表示します。show ethernet cfm traceroute-cache, （406ページ）
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cos（CFM）
インターフェイス上でメンテナンスエンドポイント（MEP）によって生成されるすべての CFM
パケットのサービスクラス（CoS）を設定するには、インターフェイス CFM MEPコンフィギュ
レーションモードで cosコマンドを使用します。デフォルトのCoSに戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

cos cos

no cos cos

___________________
構文の説明

このMEPのサービスクラス。指定できる範囲は 0～ 7です。cos

___________________
コマンドデフォルト 設定しない場合、デフォルトの CoS値がイーサネットインターフェイスから継承されます。

___________________
コマンドモード インターフェイス CFM MEPコンフィギュレーション（config-if-cfm-mep）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

メンテナンスエンドポイント（MEP）でのサービスクラス（CoS）の設定は、すべてのイーサ
ネットインターフェイスでサポートされます。

指定した CoS値は、次を除き、MEPによって送信されるすべての CFMメッセージで使用されま
す。

•ループバックおよびリンクトレース応答：これらは、対応するループバックまたはリンクト
レースメッセージで受信した CoS値を使用して送信されます。

• AISメッセージ：異なる CoS値が AIS設定で指定されている場合。

•イーサネット SLAプローブメッセージ。
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イーサネットインターフェイスの場合、CoSは、VLANタグのフィールドとして伝送されま
す。したがって、CoSは、パケットが VLANタグで送信されるインターフェイスのみに適用
されます。Cos（CFM）コマンドが、VLANカプセル化が設定されていないインターフェイス
上のMEPに対して指定された場合、するとエラーメッセージが記録され、CFMパケットは送
信されません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、インターフェイス上のメンテナンスエンドポイント（MEP）のサービスクラス（CoS）を

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet cfm mep domain Dm1 service Sv1 mep-id 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm-mep)# cos 7

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernet cfm（インターフェイス）,（262ペー
ジ）
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debug ethernet cfm packets
イーサネット接続障害管理（CFM）プロセスで送信または受信された CFMパケットに関するデ
バッグメッセージを記録するには、EXECモードで debug ethernet cfm packetsを使用します。

debug ethernet cfm packets [domain domain-name [service service-name [mep-id mep-id]]] [interface
type interface-path-id [domain domain-name]] [packet-type {ccm| linktrace| loopback}] [remote
mac-addressmac-address] [remote mep-idmep-id] [sent| received] [brief| full| hexdump]debug ethernet
cfm packets [domain domain-name [service service-name [mep-idmep-id]]] [interface type interface-path-id
[domain domain-name]] [packet-type {ais| ccm| delay-measurement| linktrace| loopback}] [remote
mac-address mac-address] [remote mep-id mep-id] [sent| received] [brief| full| hexdump]

___________________
構文の説明

（任意）指定した CFMメンテナンスドメインで表示用のパケットを
フィルタリングします。domain-nameは最大 80文字の文字列です。

domain domain-name

（任意）指定したサービス名で表示用のパケットをフィルタリングし

ます。service-nameは最大 80文字の文字列です。
service service-name

（任意）指定したメンテナンスエンドポイント（MEP）ID番号で表
示用のパケットをフィルタリングします。MEPの ID番号の範囲は 1
～ 8191です。

mep-id mep-id

（任意）指定した物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス

で表示用のパケットをフィルタリングします。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface type
interface-path-id

（任意）指定したパケットタイプで表示用のパケットをフィルタリン

グします。次のパケットタイプが有効です。

• ais

• ccm

• delay-measurement

• linktrace

• loopback

packet-type

（任意）指定したMACアドレスで表示用のパケットをフィルタリン
グします。

remote mac-address
mac-address
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（任意）リモートMEPプロパティで表示用のパケットをフィルタリン
グします。

remote mep-id mep-id

（任意）送信パケットだけを表示します。sent

（任意）受信パケットだけを表示します。received

（任意）各パケットに関する簡易情報を表示します。brief

（任意）各パケットの完全なデコードを表示します。full

（任意）各パケットの完全なデコードおよび16進出力を表示します。hexdump

___________________
コマンドデフォルト パラメータが指定されていない場合、すべての CFMパケットがデバッグされ、記録されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

フィルタリングを行わないパケットデバッグをイネーブルにすると、ルータのパフォーマン

スに悪影響を及ぼす可能性があります。これを回避するには、対象のドメイン、サービス、

ローカルMEP、インターフェイス、方向、およびパケットタイプに出力を制限するために、
常にフィルタリングを指定する必要があります。

注意

オプションのパラメータを指定して、デバッグのためにパケットをフィルタリングすることがで

きます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、送受信されたCCMパケットの完全なデコードおよび 16進出力の場合の debug ethernet cfm

packetsの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# debug ethernet cfm packets hexdump

RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.621 : cfmd[150]: PKT-RX: GigabitEthernet0/1/0/0 ingress: CCM
packet rcvd at level 2 for domain foo, service foo: length 91, src MAC 0001.0203.0402, dst
MAC 0180.c200.0032: Packet processed successfully
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.621 : cfmd[150]: PKT-RX: CCM: Level 2, opcode CCM, version
0, RDI bit unset, interval 10s, seq. num 1, remote MEP ID 16, flags 0x05, first TLV offset
70, 0 unknown TLVs
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.621 : cfmd[150]: PKT-RX: CCM: MAID: MDID String 'dom4',
SMAN String 'ser4'
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.621 : cfmd[150]: PKT-RX: CCM: Sender ID: Chassis ID Local
'hpr', Mgmt Addr <none>
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.621 : cfmd[150]: PKT-RX: CCM: Port status: Up, interface
status Up
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.622 : cfmd[150]: PKT-RX: Raw Frame:
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.622 : cfmd[150]: PKT-RX: 0x40010546 00000001 00100404
646F6D34 02047365 72340000 00000000 00000000
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.622 : cfmd[150]: PKT-RX: 0x00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:39.622 : cfmd[150]: PKT-RX: 0x00000000 00000000 00000200
01020400 01010100 05030768 707200
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: GigabitEthernet0/1/0/0 egress: CCM
packet sent at level 2 for domain foo, service foo: length 91, src MAC 0001.0203.0400, dst
MAC 0180.c200.0032
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: CCM: Level 2, opcode CCM, version
0, RDI bit set, interval 10s, seq. num 16, remote MEP ID 1, flags 0x85, first TLV offset
70, 0 unknown TLVs
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: CCM: MAID: MDID String 'foo',
SMAN String 'foo'
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: CCM: Sender ID: Chassis ID Local
'ios', Mgmt Addr <none>
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: CCM: Port status: Up, interface
status Up
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: Raw Frame:
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: 0x40018546 00000010 00010403
666F6F02 03666F6F 00000000 00000000 00000000
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: 0x00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:15:43.625 : cfmd[150]: PKT-TX: 0x00000000 00000000 00000200
01020400 01010100 05030769 6F7300

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMステートマシンおよびプロトコルイベントに関す
るデバッグメッセージを記録します。

debug ethernet cfm protocol-state, （253
ページ）
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debug ethernet cfm protocol-state
CFMステートマシンおよびプロトコルイベントに関するデバッグメッセージを記録するには、
EXECモードで debug ethernet cfm protocol-stateステートコマンドを使用します。

debug ethernet cfmprotocol-state [domain domain-name [service service-name [mep-idmep-id]]] [interface
type interface-path-id [domain domain-name]]

___________________
構文の説明

（任意）指定した CFMメンテナンスドメインで表示用の情報をフィル
タリングします。domain-nameは最大 80文字の文字列です。

domain domain-name

（任意）指定したサービス名で表示用の情報をフィルタリングします。

service-nameは最大 80文字の文字列です。
service service-name

（任意）指定したメンテナンスエンドポイント（MEP）ID番号で表示
用の情報をフィルタリングします。MEPの ID番号の範囲は 1～ 8191
です。

mep-id mep-id

（任意）指定した物理インターフェイスまたは仮想インターフェイスで

表示用の情報をフィルタリングします。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface type
interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト パラメータが指定されていない場合、すべての CFMステートマシンおよびプロトコルイベント

がデバッグされ、記録されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

オプションのパラメータを指定して、デバッグメッセージをフィルタリングすることができま

す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、debug ethernet cfm protocol-stateコマンドのサンプル出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# debug ethernet cfm protocol-state

RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:41:49.966 : cfmd[150]: CFM: Created 1 local MEPs in PM and Engine
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:41:49.967 : cfmd[150]: CFM: State changes notification for 1 EFPs
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:42:14.143 : cfmd[150]: CFM: New remote MEP detected in domain foo,
service foo for local MEP ID 1 on interface GigabitEthernet0/1/0/0; remote MEP ID 16, MAC
0001.0203.0402, errors: set: mismatched MAID; current: mismatched MAID;
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:42:16.644 : cfmd[150]: CFM: Fault alarm notification for local MEP
- domain: foo, service: foo, MEP ID: 1, interface: GigabitEthernet0/1/0/0, defect:
cross-connect CCM
RP/0/RSP0/CPU0:May 29 14:43:32.247 : cfmd[150]: CFM: Initiated exploratory linktrace to
ffff.ffff.ffff from MEP in domain foo, service foo, MEP ID 1, interface GigabitEthernet0/1/0/0
with ttl 64 and transaction ID 65537, reply-filtering Default and directed MAC None
May 29 14:43:49.155 : cfmd[150]: CFM: Remote MEP timed out in domain foo, service foo for
local MEP ID 1 on interface GigabitEthernet0/1/0/0; remote MEP ID 16, MAC 0001.0203.0402,
errors: cleared: mismatched MAID; current: none

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネット CFMプロセスで送信または受信された CFM
パケットに関するデバッグメッセージを記録します。

debug ethernet cfm packets, （250ペー
ジ）
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domain
すべてのドメイン設定のコンテナを作成して名前を付け、CFMドメインコンフィギュレーション
モードを開始するには、CFMコンフィギュレーションモードで domainコマンドを使用します。
ドメインを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

domain domain-name level level-value [id null [dns dns-name][mac H.H.H][string string]]

no domain domain-name level level-value [id null [dns dns-name][mac H.H.H][string string]]

___________________
構文の説明

このコンテナに一意の管理名。大文字と小文字が区別される最大 80文字
の ASCII文字。

domain-name

このドメインの CFMプロトコルレベル。指定できる範囲は、0～ 7で
す。

level level-value

（任意）次のいずれかのキーワードとともに使用して、MDIDタイプお
よび値を指定するメンテナンスドメイン ID（MDID）。

• null

• dns DNS-name

• mac H.H.H

• string string

id

（任意）idキーワードとともに使用される NULL値 ID。null

（任意）idキーワードともに使用される最大 43文字の DNS名。dns DNS-name

（任意）idキーワードとともに使用される 16進MACアドレス。mac H.H.H

（任意）idキーワードともに使用される最大43文字のメンテナンスドメ
イン ID（MDID）値。

ドメイン名は、必要に応じて、メンテナンスドメイン ID
（MDID）としてここで使用される場合があります。

（注）

string string

___________________
コマンドデフォルト idが指定されていない場合、ドメイン名はMDIDとして使用されます。

___________________
コマンドモード CFMコンフィギュレーション（config-cfm）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

レベルを指定する必要があります。

メンテナンスドメイン ID（MDID）は、CFMフレームのメンテナンスアソシエーション ID
（MAID）の最初の部分として使用されます。MDIDが指定されていない場合、ドメイン名は
MDIDとしてデフォルトで使用されます。

複数のドメインが同じレベルで指定される可能性があります。MDIDが NULLと指定される場
合、MAIDは、短いメンテナンスアソシエーション名として作成されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ドメインを作成し、ドメイン名、レベル、メンテナンスドメイン ID（MDID）を指定する

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernetcfm（インターフェイス）,（262ペー
ジ）

インターフェイス上でMEPを作成します。mep domain, （334ページ）

service, （372ページ）
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説明コマンド

設定されたCFM動作がアクティブになるのを妨げて
いるエラー、および発生した警告に関する情報を表

示します。

show ethernet cfm configuration-errors, （381
ページ）

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示しま

す。

show ethernet cfm local maintenance-points, （
389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）
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efd
すべてのダウンメンテナンスエンドポイント（MEP）のイーサネット障害検出（EFD）をダウン
MEPサービスでイネーブルにするには、CFMドメインサービスコンフィギュレーションモード
で efdコマンドを使用します。 EFDをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

efd

no efd

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト EFDはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

EFDは、ダウンMEPサービス内のダウンMEPサービスに対してのみイネーブルにできます。

サービスのMEPが次のいずれかのエラー状態の場合に efdコマンドが発行されると、MEPはイン
ターフェイスをシャットダウンします。

• MEPが他のMAIDに相互接続されていると表示される。

• MEPが無効な CCMを受信している（自身のMACまたはMEP-IDの受信など）。

•すべてのピアMEPが、ポートステータス TLVにより UP以外の状態を報告している。

•ピアMEPが、インターフェイスステータス TLVで UP以外の状態を報告している。

•クロスチェックが設定され、予想されるMEPとのセッションがタイムアウトすると、EFD
がローカルMEPでトリガーされる。

•設定されたクロスチェックのリストに表示されるピアMEPから CCMが受信されない。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

258 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
efd



• RDIがピアMEPから受信される。

• MEPが AIS/LCKを受信している。

MEPは、障害状態が検出されなくなると、インターフェイスを稼働状態に戻します。

インターフェイスが EFDを使用してMEPによってシャットダウンされると、MEPは、CCM
およびその他の CFMメッセージの送受信を継続します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、EFDをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain D1 level 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service S1 down-meps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# efd

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスへの EFDステート変更（インターフェイ
スが EFDによってシャットダウンまたは起動された場合な
ど）のロギングをイネーブルにします。

log efd, （326ページ）

EFDのためにシャットダウンされたインターフェイスをす
べて表示します。

show efd interface, （376ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392
ページ）
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ethernet cfm（グローバル）
接続障害管理（CFM）コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで ethernet cfm（グローバル）コマンドを使用します。

ethernet cfm

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、CFM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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

domain, （255ページ）

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernet cfm（インターフェイス）,（262ペー
ジ）

設定された CFM動作がアクティブになるのを妨げ
ているエラー、および発生した警告に関する情報を

表示します。

show ethernet cfm configuration-errors, （381
ページ）

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示しま

す。

show ethernet cfm local maintenance-points, （
389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）
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ethernet cfm（インターフェイス）
インターフェイス CFMコンフィギュレーションモードを開始するには、インターフェイスコン
フィギュレーションモードで ethernet cfm（インターフェイス）コマンドを使用します。

ethernet cfm

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト MEPはインターフェイスに設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

サブインターフェイスコンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

サブインターフェイスコンフィギュレーションモードのサ

ポートが追加されました。

リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、インターフェイス CFM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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet cfm
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイス上でMEPによって生成されるすべて
の CFMパケットの CoSを設定します。

cos（CFM）, （248ページ）

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ペー
ジ）

インターフェイス上でMEPを作成します。mep domain, （334ページ）

設定されたCFM動作がアクティブになるのを妨げてい
るエラー、および発生した警告に関する情報を表示し

ます。

show ethernet cfm configuration-errors, （381
ページ）

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示しま

す。

show ethernet cfm local maintenance-points,
（389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。showethernet cfm localmeps, （392ページ）
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ethernet lmi
インターフェイスのEthernetLocalManagement Interface（E-LMI）動作をイネーブルにし、インター
フェイスイーサネット LMIコンフィギュレーションモードを開始するには、インターフェイス
コンフィギュレーションモードで ethernet lmiコマンドを使用します。イーサネット LMIをディ
セーブルにし、デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ethernet lmi

no ethernet lmi

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト イーサネット LMIはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

イーサネット LMIは、物理イーサネットインターフェイスでのみサポートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでイーサネットLMIをイネーブルにして、イー

サネット LMI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# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）,（127ペー
ジ）
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ethernet oam
インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリンク OAMをイネーブルにし、イン
ターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードを開始するには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで ethernet oamコマンドを使用します。イーサネットリン
ク OAMをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ethernet oam

no ethernet oam

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスでイネーブルの場合、イーサネットリンク OAMのデフォルト値が適用されま

す。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイス上でイーサネットリンクOAMをイネーブルにすると、デフォルトのイーサネッ
トリンク OAM値がインターフェイスに適用されます。デフォルトのイーサネットリンク OAM
値については、関連のイーサネットリンク OAMコマンドを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、イーサネットリンク OAMをイネーブルにして、インターフェイスイーサネット OAM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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)#
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ethernet oam loopback
イーサネット OAMインターフェイスのリモートエンドでループバックを開始または停止するに
は、EXECモードで ethernet oam loopbackコマンドを使用します。

ethernet oam loopback {enable| disable} type interface-path-id

___________________
構文の説明

リモートエンドでループバックを開始します。enable

リモートエンドでループバックを停止します。disable

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト ループバックはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、リモートピアデバイスをループバックモードにします。これは、ピアに送信

されるすべてのトラフィックがループバックされる、つまり、ピアから送り返され、ルータによっ

て受信されることをことを意味します。ピアデバイスから受信したすべてのトラフィックは廃棄

されます。
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このコマンドは、リモートループバックがイネーブルであるか、ディセーブルであるかの確認を

OAMクライアントがリモートエンドからいつ受信するかを返します。応答がないか、または失
敗応答を受信すると、エラーが返されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット OAMインターフェイスの遠端でループバックを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# ethernet oam loopback enable tengigabitethernet 0/6/1/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットOAMインターフェイスの遠端のリモート
ループバックをイネーブルにします。

remote-loopback, （360ページ）

リモートループバックイベントが発生したときにイン

ターフェイスで実行するアクションを設定します。

action remote-loopback, （192ページ）

snmp-server traps ethernet oam events, （457
ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネット

OAM設定を表示します。
show ethernet oam configuration, （424ペー
ジ）
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ethernet oam profile
Ethernet Operations, Administration and Maintenance（EOAM）プロファイルを作成し、EOAMコン
フィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードでethernet
oam profileコマンドを使用します。 EOAMプロファイルを削除するには、このコマンドの no形
式を使用します。

ethernet oam profile profile-name

no ethernet oam profile profile-name

___________________
構文の説明 OAMプロファイルのテキスト文字列の名前。最大長は 32バイトで

す。

profile-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

EOAMプロファイルを削除する前に、接続されているすべてのインターフェイスからプロファイ
ルを削除する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、イーサネット OAMプロファイルを作成し、イーサネット OAM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)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)#
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ethernet sla
イーサネットサービスレベル契約（SLA）コンフィギュレーションモードを開始するには、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで ethernet slaコマンドを使用します。

ethernet sla

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット SLA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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)#
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ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement
probe

CFMの遅延測定のオンデマンドイーサネット SLA動作プローブを実行するには、EXECモード
で ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement probeコマンドを使用します。

ethernet sla on-demand operation type {cfm-delay-measurement| cfm-delay-measurement-v0} probe
[priority number] [send {packet {once| every number {milliseconds| seconds| minutes| hours}}| burst
{once| every number {seconds| minutes| hours}}} packet count number interval number {milliseconds|
seconds}] packet size bytes [test pattern {hex 0x HHHHHHHH| pseudo-random}]domain domain_name
source interface type interface-path-id target {mac-address H.H.H.H|mep-id id_number} statistics
measure {one-way-delay-ds| one-way-delay-sd| one-way-jitter-ds| one-way-jitter-sd| round-trip-delay|
round-trip-jitter} [aggregate {none| bins number width milliseconds}] [buckets {archive number| size
number {per-probe| probes}}] [schedule {now| at hh:mm [.ss] [day [month [ year ]]]| in number {seconds|
minutes| hours}} [for duration {seconds| minutes| hours}] [repeat every number {seconds| minutes|
hours} count probes]] [asynchronous]

___________________
構文の説明

（任意）発信 SLAプローブパ
ケットのプライオリティを設定

します。指定できる範囲は0～
7です。デフォルトでは、出力
インターフェイスにCoSビット
を使用します。

priority number

（任意）1回に 1パケットを送
信します。

send packet once

（任意）指定したミリ秒、秒、

分、または時間ごとに1パケッ
トを送信します。numberは次
の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

• 100～ 10000 milliseconds
（100単位の増分で指定）

send packet every number {milliseconds | seconds |minutes | hours}

（任意）パケットのバーストを

1回送信することを指定しま
す。これはデフォルトです。

send burst once
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（任意）指定した秒、分、また

は時間ごとにパケットのバース

トを送信します。numberは次
の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

デフォルトでは、バーストが10
秒ごとに送信されます。

send burst every number {seconds |minutes | hours}}

バーストで送信されるパケット

数を指定します（2～ 600の範
囲）。デフォルトは 10です。

packet count number

バーストでパケットを送信する

間隔を指定します。numberは
次の範囲です。

• 100～ 30000 milliseconds

• 1～ 30 seconds

バーストの全体の長

さ（パケットカウン

トに間隔値を乗じ

る）が 1分を超えて
はなりません。

（注）

interval number {milliseconds | seconds}

必要に応じてパディングを含む

パケットの最小サイズ。有効な

範囲は 1～ 9000バイトです。
この値は、レイヤ2またはレイ
ヤ3パケットヘッダーを含む合
計フレームサイズです。

packet sizebytes

（任意）発信プローブパケット

を指定した最小パケットサイズ

に満たすために必要なだけ繰り

返す 4バイトの文字列（8桁の
16進数文字）を指定します。
デフォルトはすべて 0です。

test pattern hex 0x HHHHHHHH
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（任意）発信プローブパケット

を指定した最小パケットサイズ

に満たす、プロトコルで決定さ

れた疑似乱数ビットシーケンス

を指定します。

test pattern pseudo-random

ローカルに定義された CFM
MEPのドメイン名を指定しま
す。

domain domain-name

ローカルに定義された CFM
MEPの発信元インターフェイ
スタイプを指定します。詳細

については、疑問符（?）オン
ラインヘルプ機能を使用しま

す。

source interface type

物理インターフェイスまたは仮

想インターフェイス。

ルータに現在設定され

ているすべてのイン

ターフェイスのリスト

を表示するには、

show interfacesコマン
ドを使用します。

（注）

ルータ構文の詳細については、

疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

interface-path-id

プローブのローカルMEPが認
識するターゲットMEPのMAC
アドレス（ドット付き 16進数
表記）を指定します。

target mac-address H.H.H

プローブのローカルMEPが認
識するターゲットMEPの ID（1
～ 8191）を指定します。

target mep-id id-number
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（任意）収集する統計情報のタ

イプを指定します。

• one-way-delay-ds：宛先か
ら発信元への単一方向遅延

統計情報。

• one-way-delay-sd：発信元
から宛先への単一方向遅延

統計情報。

• one-way-jitter-ds：宛先か
ら発信元への単一方向遅延

ジッター。

• one-way-jitter-sd：発信元
から宛先への単一方向遅延

ジッター。

• round-trip-delay：ラウン
ドトリップ遅延統計情

報。

• round-trip-jitter：ラウンド
トリップジッター統計情

報。

すべての統計情報はデフォルト

で収集されます。

statistics measure

（任意）統計情報がビンに集約

されず、各統計情報が個別に保

存されることを指定します。

このオプションはメモ

リを消費するため、慎

重に使用する必要があ

ります。

注意

aggregate none

（任意）プローブのサンプルパ

ケットを保存する各バケット内

のビン数（2～ 100）を指定し
ます。デフォルトでは、1つの
ビンに集約されます。

aggregate bins number
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各ビン内で収集されるサンプル

の範囲をミリ秒単位（1～
10000）で指定します。指定幅
に基づき、ビンは次のように確

立されます。

•遅延測定（ラウンドトリッ
プまたは単方向）：ビンの

下限はゼロです。最初のビ

ンの上限は、0 +指定され
た幅で、最後のビンは無制

限です。

•ジッター測定（ラウンドト
リップまたは単方向）：最

少および最大の番号が付い

たビンは無制限で、ビンは

ゼロ前後で均等に配分され

ます。

詳細については、「使用上のガ

イドライン」を参照してくださ

い。

width milliseconds

（任意）メモリに保存するバ

ケット数（1～ 100）を指定し
ます。デフォルトは100です。

buckets archive number

（任意）プローブに使用するバ

ケット数（1～ 100）を指定し
ます。デフォルトは 1です。

buckets size number

プローブが複数のバケットにま

たがることを指定します。

per-probe

バケットが複数のプローブにま

たがることを指定します。

probes

（任意）コマンドを入力すると

すぐにプローブを開始すること

を指定します。これはデフォル

トです。

schedule now

（任意）24時間表記のプローブ
を開始する特定の時刻を指定し

ます。

schedule at hh:mm
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（任意）プローブを開始する、

分にまたがる秒数。

ss

（任意）プローブを開始する 1
～ 31の範囲の月の日。

day

（任意）プローブを開始する月

の名前（英語の完全名）。

month

（任意）プローブを開始する年

（4桁で完全に指定）。
year

（任意）プローブを開始する、

現在の時刻からの秒数、分数、

または時間数として相対時間を

指定します。numberは次の範
囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

schedule in number {seconds |minutes | hours}

（任意）秒数、分数、または時

間数としてプローブの長さを指

定します。numberは次の範囲
です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

期間は、repeat every
オプションで指定さ

れた期間を超えるこ

とはできません。

（注）

for duration {seconds |minutes | hours}
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（任意）秒数、分数、または時

間数としてプローブを再開する

間隔を指定します。numberは
次の範囲です。

• 1～ 90 seconds

• 1～ 90 minutes

• 1～ 24 hours

デフォルトでは、プローブは繰

り返されず、デフォルトの間隔

はありません

repeat every number {seconds |minutes | hours}

実行するプローブ数を 1～ 100
の範囲で指定します。デフォル

トはありません。

count probes

（任意）コマンドがオンデマン

ド動作 IDを表示してただちに
終了し、動作がバックグラウン

ドで継続されることを指定しま

す。

デフォルトは同期で、動作が完

了すると、オンデマンド動作

IDおよびすべての結果がコン
ソールに表示されます。

asynchronous

___________________
コマンドデフォルト オンデマンド動作は設定または実行されません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

cfm-delay-measurement-v0オプションが含められました。リリース 4.3.0

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 279

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement probe



___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、CFM遅延統計情報を測定する最も基本的な SLAオンデマンド動作を開始する例を示しま

す。この例では次のデフォルトを使用しています。

•パケット数が 10、間隔が 1秒のバーストを一度送信します（10秒プローブ）。

•出力インターフェイスのデフォルトのサービスクラス（CoS）を使用します。

•一方向およびラウンドトリップの遅延およびジッター統計情報を含むすべての統計情報を測
定します。

•統計情報を 1つのビンに集約します。

•すぐにスケジュールします。

•コンソールに結果を表示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement
probe domain D1 source interface TenGigE 0/6/1/0 target mep-id 100

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべての動作プローブによって収集された SLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics all, （231ペー
ジ）

オンデマンドプローブによって収集されたSLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics on-demand, （
233ページ）

設定済みイーサネット SLA動作に関する情報を表示しま
す。

show ethernet sla operations, （438ペー
ジ）

プローブによって収集されたイーサネット SLAメトリッ
クを含むバケットの内容を表示します。

show ethernet sla statistics, （441ページ）
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ethernet sla on-demand operation type cfm-loopback probe
CFMのループバック測定のオンデマンドイーサネットSLA動作プローブを実行するには、EXEC
コンフィギュレーションモードで ethernet sla on-demand operation type cfm-loopback probeコマ
ンドを使用します。

ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement cfm-delay-measurement-v0probe
[priority number]send {packet {once| every number {milliseconds| seconds| minutes| hours}}| burst
{once| every number {seconds| minutes| hours}} packet count number interval number {milliseconds|
seconds}}packet size bytes [test pattern {hex 0x HHHHHHHH| pseudo-random}]domain domain_name
source interface type interface-path-id target {mac-addressH.H.H.H|mep-id id_number}statisticsmeasure
{one-way-delay-ds| one-way-delay-sd| one-way-jitter-ds| one-way-jitter-sd| round-trip-delay|
round-trip-jitter}aggregate {none| bins numberwidthmilliseconds}buckets {archive number| size number
{per-probe| probes}}schedule {now| at hh:mm:ss [daymonth year]| in number {seconds|minutes| hours}}for
duration {seconds| minutes| hours}repeat every number {seconds| minutes| hours} count
probes[asynchronous]

___________________
構文の説明

（任意）発信 SLAプローブパ
ケットのプライオリティを設定

します。指定できる範囲は0～
7です。デフォルトでは、出力
インターフェイスにCoSビット
を使用します。

priority number

（任意）1回に 1パケットを送
信します。

send packet once

（任意）指定したミリ秒、秒、

分、または時間ごとに1パケッ
トを送信します。numberは次
の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

• 100～ 10000 milliseconds
（100単位の増分で指定）

send packet every number {milliseconds | seconds |minutes | hours}

（任意）パケットのバーストを

1回送信することを指定しま
す。これはデフォルトです。

send burst once
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（任意）指定した秒、分、また

は時間ごとにパケットのバース

トを送信します。numberは次
の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

デフォルトでは、バーストが10
秒ごとに送信されます。

send burst every number {seconds |minutes | hours}}

バーストで送信されるパケット

数を指定します（2～ 600の範
囲）。デフォルトは 10です。

packet count number

バーストでパケットを送信する

間隔を指定します。numberは
次の範囲です。

• 100～ 30000 milliseconds

• 1～ 30 seconds

バーストの全体の長

さ（パケットカウン

トに間隔値を乗じ

る）が 1分を超えて
はなりません。

（注）

interval number {milliseconds | seconds}

必要に応じてパディングを含む

パケットの最小サイズ。有効な

範囲は 1～ 9000バイトです。
この値は、レイヤ2またはレイ
ヤ3パケットヘッダーを含む合
計フレームサイズです。

packet sizebytes

（任意）発信プローブパケット

を指定した最小パケットサイズ

に満たすために必要なだけ繰り

返す 4バイトの文字列（8桁の
16進数文字）を指定します。
デフォルトはすべて 0です。

test pattern hex 0x HHHHHHHH
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（任意）発信プローブパケット

を指定した最小パケットサイズ

に満たす、プロトコルで決定さ

れた疑似乱数ビットシーケンス

を指定します。

test pattern pseudo-random

ローカルに定義された CFM
MEPのドメイン名を指定しま
す。

domain domain-name

ローカルに定義された CFM
MEPの発信元インターフェイ
スタイプを指定します。詳細

については、疑問符（?）オン
ラインヘルプ機能を使用しま

す。

source interface type

物理インターフェイスまたは仮

想インターフェイス。

ルータに現在設定され

ているすべてのイン

ターフェイスのリスト

を表示するには、

show interfacesコマン
ドを使用します。

（注）

ルータ構文の詳細については、

疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用します。

interface-path-id

プローブのローカルMEPが認
識するターゲットMEPのMAC
アドレス（ドット付き 16進数
表記）を指定します。

target mac-address H.H.H.H

プローブのローカルMEPが認
識するターゲットMEPの ID（1
～ 8191）を指定します。

target mep-id id-number
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（任意）収集する統計情報のタ

イプを指定します。

• one-way-delay-ds：宛先か
ら発信元への単一方向遅延

統計情報。

• one-way-delay-sd：発信元
から宛先への単一方向遅延

統計情報。

• one-way-jitter-ds：宛先か
ら発信元への単一方向ジッ

ター統計情報。

• one-way-jitter-sd：発信元
から宛先への単一方向ジッ

ター統計情報。

• round-trip-delay：ラウン
ドトリップ遅延統計情

報。

• round-trip-jitter：ラウンド
トリップジッター統計情

報。

すべての統計情報はデフォルト

で収集されます。

statistics measure

（任意）統計情報がビンに集約

されず、各統計情報が個別に保

存されることを指定します。

このオプションはメモ

リを消費するため、慎

重に使用する必要があ

ります。

注意

aggregate none

（任意）プローブのサンプルパ

ケットを保存する各バケット内

のビン数（2～ 100）を指定し
ます。デフォルトでは、1つの
ビンに集約されます。

aggregate bins number
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各ビン内で収集されるサンプル

の範囲をミリ秒単位（1～
10000）で指定します。指定幅
に基づき、ビンは次のように確

立されます。

•遅延測定（ラウンドトリッ
プまたは単方向）：ビンの

下限はゼロです。最初のビ

ンの上限は、0 +指定され
た幅で、最後のビンは無制

限です。

•ジッター測定（ラウンドト
リップまたは単方向）：最

少および最大の番号が付い

たビンは無制限で、ビンは

ゼロ前後で均等に配分され

ます。

詳細については、「使用上のガ

イドライン」を参照してくださ

い。

width milliseconds

（任意）メモリに保存するバ

ケット数（1～ 100）を指定し
ます。デフォルトは100です。

buckets archive number

（任意）プローブに使用するバ

ケット数（1～ 100）を指定し
ます。デフォルトは 1です。

buckets size number

プローブが複数のバケットにま

たがることを指定します。

per-probe

バケットが複数のプローブにま

たがることを指定します。

probes

（任意）コマンドを入力すると

すぐにプローブを開始すること

を指定します。これはデフォル

トです。

schedule now

（任意）24時間表記のプローブ
を開始する特定の時刻を指定し

ます。

schedule at hh:mm:ss
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（任意）プローブを開始する 1
～ 31の範囲の月の日。

day

（任意）プローブを開始する月

の名前（英語の完全名）。

month

（任意）プローブを開始する年

（4桁で完全に指定）。
year

（任意）プローブを開始する、

現在の時刻からの秒数、分数、

または時間数として相対時間を

指定します。numberは次の範
囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

schedule in number {seconds |minutes | hours}

（任意）秒数、分数、または時

間数としてプローブの長さを指

定します。numberは次の範囲
です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

期間は、repeat every
オプションで指定さ

れた期間を超えるこ

とはできません。

（注）

for duration {seconds |minutes | hours}
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（任意）秒数、分数、または時

間数としてプローブを再開する

間隔を指定します。numberは
次の範囲です。

• 1～ 90 seconds

• 1～ 90 minutes

• 1～ 24 hours

デフォルトでは、プローブは繰

り返されず、デフォルトの間隔

はありません

repeat every number {seconds |minutes | hours}

実行するプローブ数を 1～ 100
の範囲で指定します。デフォル

トはありません。

count probes

（任意）コマンドがオンデマン

ド動作 IDを表示してただちに
終了し、動作がバックグラウン

ドで継続されることを指定しま

す。

デフォルトは同期で、動作が完

了すると、オンデマンド動作

IDおよびすべての結果がコン
ソールに表示されます。

asynchronous

___________________
コマンドデフォルト オンデマンド動作は設定または実行されません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

cfm-delay-measurement-v0キーワードが追加されました。リリース 4.3.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services

___________________
例 次に、CFMループバック統計情報を測定する最も基本的な SLAオンデマンド動作を開始する例

を示します。この例では次のデフォルトを使用しています。

•パケット数が 10、間隔が 1秒のバーストを一度送信します（10秒プローブ）。

•パディングは、デフォルトテストパターンである 0の連続を使用します。

•出力インターフェイスのデフォルトのサービスクラス（CoS）を使用します。

•すべての統計情報を測定します。

•統計情報を 1つのビンに集約します。

•すぐにスケジュールします。

•コンソールに結果を表示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# ethernet sla on-demand operation type cfm-loopback
probe packet size 1500 domain D1 source interface TenGigE 0/6/1/0 target mep-id 100

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべての動作プローブによって収集された SLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics all, （231ペー
ジ）

オンデマンドプローブによって収集されたSLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics on-demand, （
233ページ）

設定済みイーサネット SLA動作に関する情報を表示しま
す。

show ethernet sla operations, （438ペー
ジ）

プローブによって収集されたイーサネット SLAメトリッ
クを含むバケットの内容を表示します。

show ethernet sla statistics, （441ページ）
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ethernet sla on-demand operation type
cfm-synthetic-loss-measurement probe

CFMの合成損失測定のオンデマンドイーサネットSLA動作プローブを実行するには、EXECモー
ドで ethernet sla on-demand operation type cfm-synthetic-loss-measurement probeコマンドを使用
します。

ethernet sla on-demand operation type cfm-synthetic-loss-measurement probe [priority number] [send
{packet {once| every number {milliseconds| seconds| minutes| hours}}| burst {once| every number
{seconds| minutes| hours}}} packet count number interval number {milliseconds| seconds}]synthetic
loss calculation packets numberdomain domain_name source interface type interface-path-id target
{mac-address H.H.H.H|mep-id id_number} statistics measure {one-way-loss-sd| one-way-loss-ds}
[aggregate {none| bins numberwidth count}] [buckets {archive number| size number {per-probe| probes}}]
[schedule {now| at hh:mm [.ss] [day [month [ year ]]]| in number {seconds| minutes| hours}} [for duration
{seconds| minutes| hours}] [repeat every number {seconds| minutes| hours} count probes]] [asynchronous]

___________________
構文の説明

（任意）発信 SLAプローブパケットのプラ
イオリティを設定します。指定できる範囲は

0～ 7です。デフォルトでは、出力インター
フェイスに CoSビットを使用します。

priority number

（任意）1回に 1パケットを送信します。send packet once

（任意）指定したミリ秒、秒、分、または時

間ごとに 1パケットを送信します。numberは
次の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

• 100～ 10000 milliseconds（100単位の増
分で指定）

send packet every number {milliseconds | seconds |
minutes | hours}

（任意）パケットのバーストを 1回送信する
ことを指定します。これはデフォルトです。

send burst once
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（任意）指定した秒、分、または時間ごとに

パケットのバーストを送信します。numberは
次の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

デフォルトでは、バーストが10秒ごとに送信
されます。

send burst every number { | seconds |minutes | hours}

バーストで送信されるパケット数を指定しま

す（2～ 600の範囲）。デフォルトは 10で
す。

packet count number

バーストでパケットを送信する間隔を指定し

ます。numberは次の範囲です。

• 100～ 30000 milliseconds

• 1～ 30 seconds

バーストの全体の長さ（パケット

カウントに間隔値を乗じる）が1分
を超えてはなりません。

（注）

interval number {milliseconds | seconds}

合成損失測定の各FLRを計算するために使用
する必要があるパケットの数を定義します。

範囲は 10～ 12096000です。

synthetic loss calculation packetsnumber

ローカルに定義された CFM MEPのドメイン
名を指定します。

domain domain-name

ローカルに定義された CFM MEPの発信元イ
ンターフェイスタイプを指定します。詳細に

ついては、疑問符（?）オンラインヘルプ機
能を使用します。

source interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェ

イス。

ルータに現在設定されているすべて

のインターフェイスのリストを表示

するには、show interfacesコマンド
を使用します。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オ
ンラインヘルプ機能を使用します。

interface-path-id
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プローブのローカルMEPが認識するターゲッ
トMEPのMACアドレス（ドット付き 16進
数表記）を指定します。

target mac-address H.H.H

プローブのローカルMEPが認識するターゲッ
トMEPの ID（1～ 8191）を指定します。

target mep-id id-number

（任意）収集する統計情報のタイプを指定し

ます。

• one-way-loss-ds：宛先から発信元への単
一方向損失統計情報。

• one-way-loss-sd：発信元から宛先への単
一方向損失統計情報。

statistics measure

（任意）統計情報がビンに集約されず、各統

計情報が個別に保存されることを指定します。

このオプションはメモリを消費する

ため、慎重に使用する必要がありま

す。

注意

aggregate none

（任意）プローブのサンプルパケットを保存

する各バケット内のビン数（2～100）を指定
します。デフォルトでは、1つのビンに集約
されます。

aggregate bins number

各ビン内で収集されるサンプルの範囲をパー

セント（1～ 100）で指定します。
width count

（任意）メモリに保存するバケット数（1～
100）を指定します。デフォルトは100です。

buckets archive number

（任意）プローブに使用するバケット数（1
～100）を指定します。デフォルトは1です。

buckets size number

プローブが複数のバケットにまたがることを

指定します。

per-probe

バケットが複数のプローブにまたがることを

指定します。

probes

（任意）コマンドを入力するとすぐにプロー

ブを開始することを指定します。これはデ

フォルトです。

schedule now
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（任意）24時間表記のプローブを開始する特
定の時刻を指定します。

schedule at hh:mm

（任意）プローブを開始する、分にまたがる

秒数。

ss

（任意）プローブを開始する1～31の範囲の
月の日。

day

（任意）プローブを開始する月の名前（英語

の完全名）。

month

（任意）プローブを開始する年（4桁で完全
に指定）。

year

（任意）プローブを開始する、現在の時刻か

らの秒数、分数、または時間数として相対時

間を指定します。numberは次の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

schedule in number {seconds |minutes | hours}

（任意）秒数、分数、または時間数としてプ

ローブの長さを指定します。numberは次の範
囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 24 hours

期間は、repeat everyオプションで
指定された期間を超えることはでき

ません。

（注）

for duration {seconds |minutes | hours}
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（任意）秒数、分数、または時間数としてプ

ローブを再開する間隔を指定します。number
は次の範囲です。

• 1～ 90 seconds

• 1～ 90 minutes

• 1～ 24 hours

デフォルトでは、プローブは繰り返されず、

デフォルトの間隔はありません

repeat every number {seconds |minutes | hours}

実行するプローブ数を 1～ 100の範囲で指定
します。デフォルトはありません。

count probes

（任意）コマンドがオンデマンド動作 IDを
表示してただちに終了し、動作がバックグラ

ウンドで継続されることを指定します。

デフォルトは同期で、動作が完了すると、オ

ンデマンド動作 IDおよびすべての結果がコ
ンソールに表示されます。

asynchronous

___________________
コマンドデフォルト オンデマンド動作は設定または実行されません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeethernet-services
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___________________
例 この例は、次のデフォルトを使用して、ローカルドメイン、および送信元インターフェイスおよ

びターゲットMEPを指定する最小設定を示します。

•パケット数が 100、間隔が 100ミリ秒のバーストを一度送信します。

• FLRの計算に使用されるパケット数は 100です。

•単一方向損失統計情報を両方の方向で測定します。

•統計情報を 1つのビンに集約します。

•すぐにスケジュールします。

•コンソールに結果を表示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routerethernet sla on-demand operation type cfm-synthetic-loss-measurement
probe
domain D1 source interface TenGigE 0/6/1/0 target mac-address 2.3.4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべての動作プローブによって収集された SLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics all, （231ペー
ジ）

オンデマンドプローブによって収集されたSLA統計情報
を含むバケットの内容を削除します。

clear ethernet sla statistics on-demand, （
233ページ）

設定済みイーサネット SLA動作に関する情報を表示しま
す。

show ethernet sla operations, （438ペー
ジ）

プローブによって収集されたイーサネット SLAメトリッ
クを含むバケットの内容を表示します。

show ethernet sla statistics, （441ページ）
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ethernet udld reset interface
指定したインターフェイスまたはすべてのインターフェイスのUDLDプロトコルの状態をリセッ
トするには、イーサネットインターフェイスコンフィギュレーションモードで ethernet udld reset
interfaceコマンドを使用します。

ethernet udld reset interface [interface type |all ]

___________________
構文の説明

（任意）UDLDプロトコル状態をリセットする必要があるインターフェ
イスタイプを指定します。

interface type

（任意）すべてのインターフェイスの UDLDの状態をリセットします。all

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、ethernet udld reset interfaceコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# ethernet udld reset interface GigabitEthernet 0/10/0/11
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ethernet uni id
イーサネットユーザネットワークインターフェイス（UNI）リンクの名前を指定するには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで ethernet uni idコマンドを使用します。

ethernet uni id name

___________________
構文の説明

イーサネット UNIリンクを識別する最大 64の文字。name

___________________
コマンドデフォルト イーサネット UNIインターフェイスリンクの名前は指定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイス（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

UNIの名前は、指定のイーサネット仮想接続（EVC）に含まれるすべてのUNIで一意である必要
があります。

イーサネットローカル管理インターフェイス（E-LMI）プロトコルがUNI上で実行されている場
合、ethernet uni idコマンドで指定された名前は、カスタマーエッジ（CE）デバイスへ E-LMIに
よってアドバタイズされます。また、この名前は、UNIにアップMEPがある場合、イーサネッ
ト接続障害管理（CFM）連続性チェックメッセージ（CCM）でも伝送され、リモートCEデバイ
スにアドバタイズできるように、ピアMEPの E-LMIに渡されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイス 0/0/0/0上の「PE1-CustA-Slot0-Port0」と呼ばれ

る UNI名を設定する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet uni id PE1-CustA-Slot0-Port0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）,（127ペー
ジ）
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extension remote-uni disable
イーサネット LMI（E-LMI）ステータスメッセージでのシスコ独自のリモートUNI詳細情報要素
の送信をディセーブルにするには、インターフェイスイーサネットLMIコンフィギュレーション
モードで extension remote-uni disableコマンドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

extension remote-uni disable

no extension remote-uni disable

このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト シスコ独自のリモート UNI詳細情報要素は E-LMIステータスメッセージで送信されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスイーサネット LMIコンフィギュレーション（config-if-elmi）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ステータスメッセージ情報要素のMEF16E-LMI仕様により厳しい適合性を持たせるには、extension
remote-uni disableコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、シスコ独自のリモート UNI詳細情報要素の送信をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)# extension remote-uni disable
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）,（127
ページ）

インターフェイス上で E-LMI動作をイネーブルにし、イーサ
ネット LMI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。

ethernet lmi, （264ページ）
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frame-period threshold
イーサネット OAMフレーム期間エラーイベントをトリガーするしきい値を設定するには、イー
サネットOAMリンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネッ
ト OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードで frame-period thresholdコマンドを使用
します。しきい値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-period threshold low threshold [high threshold]

no frame-period threshold low threshold [high threshold]

___________________
構文の説明

フレーム期間エラーイベントをトリガーする下限しきい値（フレーム単

位）。範囲は 0～ 1000000です。
low threshold

（任意）フレーム期間エラーイベントをトリガーする上限しきい値（フ

レーム単位）。範囲は 0～ 1000000です。上限しきい値は下限しきい値
とともにのみ設定できます。

high threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの下限しきい値は 1です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

下限しきい値を超えると、フレーム期間エラーイベント通知が生成され、OAMピアに送信され
ます。さらに、登録された上位レベルの OAMプロトコル（接続障害管理（CFM）など）も通知
されます。上限しきい値を超えると、設定された上限しきい値アクションが、下限しきい値アク

ションに加えて実行されます。上限しきい値はオプションです。下限しきい値とともにのみ設定

できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、フレーム期間エラーイベントをトリガーする下限しきい値と上限しきい値を設定する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame-period threshold low 100 high 600000
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frame-period window
イーサネット OAMフレーム期間エラーイベントのウィンドウサイズを設定するには、イーサ
ネット OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネッ
ト OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードで frame-period windowコマンドを使用し
ます。ウィンドウサイズをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-period window window

no frame-period window window

___________________
構文の説明

フレーム期間エラーのウィンドウサイズ（ミリ秒単位）。範囲は 100～
60000です。

window

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 1000です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、フレーム期間エラーのウィンドウサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame-period window 60000
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frame-seconds threshold
フレーム秒数エラーイベントをトリガーするしきい値を設定するには、イーサネット OAMリン
クモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMリンクモ
ニタコンフィギュレーションモードで frame-seconds thresholdコマンドを使用します。しきい
値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-seconds threshold low threshold [high threshold]

no frame-seconds threshold low threshold [high threshold]

___________________
構文の説明

フレーム秒数エラーイベントをトリガーする下限しきい値（秒単位）。

指定できる範囲は 0～ 900です。
low threshold

（任意）フレーム秒数エラーイベントをトリガーする上限しきい値（秒

単位）。指定できる範囲は 1～ 900です。上限しきい値は下限しきい値
とともにのみ設定できます。

high threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は、1です

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

下限しきい値を超えると、フレーム秒数エラーイベント通知が生成され、OAMピアに送信され
ます。さらに、登録された上位レベルの OAMプロトコル（接続障害管理（CFM）など）も通知
されます。上限しきい値を超えると、設定された上限しきい値アクションが、下限しきい値アク

ションに加えて実行されます。上限しきい値はオプションです。下限しきい値とともにのみ設定

できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、フレーム秒数エラーイベントをトリガーする下限しきい値と上限しきい値を設定する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor (config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame-seconds threshold low 10 high 900

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション
モードを開始します。

link-monitor, （314ページ）
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frame-seconds window
OAMフレーム秒数エラーイベントのウィンドウサイズを設定するには、イーサネット OAMリ
ンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMリンク
モニタコンフィギュレーションモードで frame-seconds windowコマンドを使用します。ウィン
ドウサイズをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-seconds window window

no frame-seconds window window

___________________
構文の説明

フレーム秒数エラーのウィンドウサイズ（ミリ秒単位）。範囲は 10000
～ 900000です。

window

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 60000です

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

306 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
frame-seconds window



___________________
例 次に、フレーム秒数エラーのウィンドウサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame-seconds window 900000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション
モードを開始します。

link-monitor, （314ページ）
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frame threshold
イーサネット OAMフレームエラーイベントをトリガーするしきい値を設定するには、イーサ
ネット OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネッ
トOAMリンクモニタコンフィギュレーションモードで frame thresholdコマンドを使用します。
しきい値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame threshold low threshold [high threshold]

no frame threshold low threshold [high threshold]

___________________
構文の説明

フレームエラーイベントをトリガーする下限しきい値（シンボル単位）。

指定できる範囲は 0～ 12000000です。
low threshold

（任意）フレームエラーイベントをトリガーする上限しきい値（シンボ

ル単位）。指定できる範囲は 0～ 12000000です。上限しきい値は下限し
きい値とともにのみ設定できます。

high threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの下限しきい値は 1です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

下限しきい値を超えると、フレームエラーイベント通知が生成され、OAMピアに送信されます。
さらに、登録された上位レベルの OAMプロトコル（接続障害管理（CFM）など）も通知されま
す。上限しきい値を超えると、設定された上限しきい値アクションが、下限しきい値アクション

に加えて実行されます。上限しきい値はオプションです。下限しきい値とともにのみ設定できま

す。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、フレームエラーイベントをトリガーする下限しきい値と上限しきい値を設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame threshold low 100 high 60000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション
モードを開始します。

link-monitor, （314ページ）
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frame window
OAMフレームエラーイベントのフレームのウィンドウサイズを設定するには、イーサネット
OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAM
リンクモニタコンフィギュレーションモードで framewindowコマンドを使用します。ウィンド
ウサイズをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame window window

no frame window window

___________________
構文の説明

フレームエラーのウィンドウサイズ（秒単位）。指定できる範囲は 1000
～ 60000です。

window

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 1000です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、フレームエラーのウィンドウサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# frame window 60

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション
モードを開始します。

link-monitor, （314ページ）
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hello-interval
イーサネット OAMセッションの helloパケット間の間隔を指定するには、イーサネット OAMコ
ンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーショ
ンモードで hello-intervalコマンドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形
式を使用します。

hello-interval {100ms| 1s}

no hello-interval {100ms| 1s}

___________________
構文の説明 helloパケット間の間隔を 100ミリ秒に指定します。100ミリ秒

（インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードの
み）helloパケット間の間隔を 1秒に指定します。これはデフォルトです。

1s

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 1秒です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスにプロファイルが存在する場合、このコマンドでモードを設定すると、インター

フェイスのプロファイルのモード設定が上書きされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで hello間隔を 100ミリ秒に設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# hello-interval 100ms

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンクOAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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link-monitor
イーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーションモードを開始するには、イーサネット
OAMコンフィギュレーションモードで link-monitorコマンドを使用します。インターフェイス
イーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーションモードを開始するには、インターフェ
イスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで link-monitorコマンドを使用します。

link-monitor

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、グローバルコンフィギュレーションモードからイーサネットOAMリンクモニタコンフィ

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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)#

次に、インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードからリンクモニタ
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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# link-monitor
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log ais
接続障害管理（CFM）ドメインサービスの AISロギングを、AISまたは LCKパケットを受信し
たときに示すように設定するには、CFMドメインサービスコンフィギュレーションモードで log
aisコマンドを使用します。 AISのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式
を使用します。

log ais

no log ais

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト ロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMドメインサービスの AIS送信を設定します。ais transmission, （208ページ）

CFMインターフェイスの AIS送信を設定します。ais transmission up, （211ページ）
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説明コマンド

現在 AISを送信しているインターフェイスに関する
情報を表示します。

show ethernet cfm interfaces ais, （383ペー
ジ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）
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log continuity-check errors
連続性チェックエラーのロギングをイネーブルにするには、CFMドメインサービスコンフィギュ
レーションモードで log continuity-check errorsコマンドを使用します。連続性チェックエラー
のロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

log continuity-check errors

no log continuity-check errors

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト ロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

次のタイプの連続性チェックエラーが記録されます。

•不正なレベル（相互接続）

•不正な間隔

•不正なMA-ID（相互接続）

•受信されたローカルMACアドレス（ループ）

•受信されたローカルMEP-ID（設定ミス）

•受信された無効な送信元MAC

•受信された RDI
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、連続性チェックエラーのロギングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log continuity-check errors

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log continuity-check errors
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log continuity-check mep changes
ピアメンテナンスエンドポイント（MEP）状態変更のロギングをイネーブルにするには、CFMド
メインサービスコンフィギュレーションモードで log continuity-checkmep changesコマンドを使
用します。ピアMEP状態変更のロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

log continuity-check mep changes

no log continuity-check mep changes

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト ロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、次のような特定のサービスのMEPで発生する状態変更のロギングをイネーブル
にします。

•新しく検出されたピアMEP。

•検出されたピアMEPのタイムアウト（連続性の喪失）。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、連続性チェック mep変更のロギングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log continuity-check mep changes

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log continuity-check mep changes
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log crosscheck errors
クロスチェックエラーイベントのロギングをイネーブルにするには、CFMドメインサービスコ
ンフィギュレーションモードで log crosscheck errorsコマンドを使用します。クロスチェックエ
ラーイベントのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

log crosscheck errors

no log crosscheck errors

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト ロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、次のようなクロスチェックエラーのロギングをイネーブルにします。

• MEP喪失

•検出された追加ピアMEP

クロスチェックエラーは、クロスチェックがmep crosscheckコマンドおよびmep-idコマンド
を使用して設定されている場合にだけ検出され、ログに記録されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、クロスチェックエラーのロギングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log crosscheck errors

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log crosscheck errors

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFM MEPクロスチェックコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

mep crosscheck, （330ページ）

MEPでのクロスチェックをイネーブルにします。mep-id, （332ページ）
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log disable
イーサネット LMI（E-LMI）エラーまたはイベントの syslogメッセージをオフにするには、イン
ターフェイスイーサネット LMIコンフィギュレーションモードで log disableコマンドを使用し
ます。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

log {errors | events} disable

no log {errors | events} disable

___________________
構文の説明 E-LMIプロトコルと信頼性のエラーのロギングをディセーブルにします。errors

重要なE-LMIプロトコルイベントのロギングをディセーブルにします。events

___________________
コマンドデフォルト E-LMIの syslogメッセージは、エラーとイベントに対してイネーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスイーサネット LMIコンフィギュレーション（config-if-elmi）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

E-LMIプロトコルと信頼性のエラーおよびプロトコルイベントの統計情報を表示するには、show
ethernet lmi interfacesコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、E-LMIプロトコルと信頼性のエラーのロギングをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)# log errors disable

次に、E-LMIイベントのロギングをディセーブルにする例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)# log events disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）, （127
ページ）

インターフェイス上で E-LMI動作をイネーブルにし、イーサ
ネット LMI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。

ethernet lmi, （264ページ）

プロトコルステータス、エラー統計情報、およびイベント統計

情報を含むインターフェイスの E-LMI情報を表示します。
show ethernet lmi interfaces, （414
ページ）
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log efd
インターフェイスへのイーサネット障害検出（EFD）ステート変更（インターフェイスが EFDに
よってシャットダウンまたは起動された場合など）のロギングをイネーブルにするには、CFMド
メインサービスコンフィギュレーションモードで log efdコマンドを使用します。 EFDのロギン
グをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

log efd

no log efd

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト EFDのロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

EFDのロギングをイネーブルにすると、インターフェイスの EFD状態が変更されるたびに syslog
が生成されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、EFDロギングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain D1 level 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service S1 down-meps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# log efd

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべてのダウンMEPのEFDをダウンMEPサービスでイネー
ブルにします。

efd, （258ページ）

EFDのためにシャットダウンされたインターフェイスをす
べて表示します。

show efd interface, （376ページ）
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maximum-meps
サービスのメンテナンスエンドポイント（MEP）の最大数を設定するには、CFMドメインサー
ビスコンフィギュレーションモードで maximum-mepsコマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

maximum-meps number

___________________
構文の説明

サービスに許可される最大MEP数。指定できる範囲は 2～ 8190です。number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 100です。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、ピアメンテナンスエンドポイント（MEP）の最大数を設定します。ローカル
MEPの数は制限しません。設定される maximum-meps numberは、設定されたクロスチェック
MEPの数以上である必要があります。

maximum-meps numberは、ローカルMEPが連続性チェックメッセージ（CCM）を保存するピア
MEPの数を制限します。制限に達すると、新しいピアMEPからの CCMは無視されますが、既
存のピアMEPからの CCMは引き続き正常に処理されます。

maximum-meps numberは、CCM学習データベースのサイズも制限します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

328 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
maximum-meps



___________________
例 次に、サービスのメンテナンスエンドポイント（MEP）の最大数を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# maximum-meps 4000

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# maximum-meps 4000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

domain, （255ページ）

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernet cfm（インターフェイス）,（262ペー
ジ）

service, （372ページ）

設定された CFM動作がアクティブになるのを妨げ
ているエラー、および発生した警告に関する情報を

表示します。

show ethernet cfm configuration-errors, （381
ページ）

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示し

ます。

show ethernet cfm local maintenance-points, （
389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）
に関する情報を表示します。

show ethernet cfm peer meps, （398ページ）
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mep crosscheck
CFM MEPクロスチェックコンフィギュレーションモードを開始するには、CFMドメインサー
ビスコンフィギュレーションモードで mep crosscheckコマンドを使用します。

mep crosscheck

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 設定されていない場合、MEPでクロスチェックは実行されません。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次の例では、CFM MEPクロスチェックコンフィギュレーションモードを開始する方法を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# mep crosscheck
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-xcheck)#
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RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# mep crosscheck
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-xcheck)#
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mep-id
メンテナンスエンドポイント（MEP）でのクロスチェックをイネーブルにするには、CFM MEP
クロスチェックコンフィギュレーションモードでmep-idコマンドを使用します。MEPでのクロ
スチェックをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

mep-id mep-id-number [mac-address mac-address]

no mep-id mep-id-number [mac-address mac-address]

___________________
構文の説明

（任意）MEPが存在するインターフェイスの標準16進数表記のMAC
アドレス（hh:hh:hh:hh:hh:hh）。

mac mac-address

___________________
コマンドデフォルト 設定されていない場合、MEPでクロスチェックは実行されません。

___________________
コマンドモード CFM MEPクロスチェックコンフィギュレーション（config-cfm-xcheck）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、MEPの ID番号（mep-id-number）で指定されたメンテナンスエンドポイント
（MEP）のクロスチェックをイネーブルにします。MEPの ID番号の範囲は 1～ 8191です。ク
ロスチェックは、最初のクロスチェックMEPが入力されたときにイネーブルになります。

クロスチェック用MEPの予想されるセットに含める各MEPに対してこのコマンドを繰り返しま
す。

クロスチェックでは、ピアMEPの連続性チェックメッセージ（CCM）に関する次の 2種類の追
加障害が検出されます。

•ピアMEP喪失：クロスチェックMEPが設定されていますが、CCMを受信する対応するピ
アMEPがありません。
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•予期しないピアMEP：ピアMEPから CCMが送信されますが、このMEPに対してクロス
チェックMEPが設定されていません。

複数のローカルMEPがサービスに対して設定されている場合、設定されるクロスチェック
MEPのリストにすべてのローカルMEPが含まれている必要があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、クロスチェックできるように、サービスでメンテナンスエンドポイント（MEP）を静的に

定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# mep crosscheck
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-xcheck)# mep-id 10

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# mep crosscheck
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-xcheck)# mep-id 10
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mep domain
インターフェイス上でメンテナンスエンドポイント（MEP）を作成するには、インターフェイス
CFMコンフィギュレーションモードでmepdomainコマンドを使用します。インターフェイスか
らMEPを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

mep domain domain-name service service-namemep-id id-number

no mep domain domain-name service service-namemep-id id-number

___________________
構文の説明

メンテナンスエンドポイント（MEP）を作成するドメイン。domain domain-name

メンテナンスエンドポイント（MEP）を作成する動作サービ
ス。

service service-name

MEPに割り当てるメンテナンスエンドポイント（MEP）ID。
指定できる範囲は 1～ 8191です。

mep-id id-number

___________________
コマンドデフォルト MEPはインターフェイスに設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイス CFMコンフィギュレーション（config-if-cfm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。このコマンドで ethernet cfm
mepコマンドが置き換えられました。

リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CFMメンテナンスエンドポイント（MEP）は、すべてのイーサネットインターフェイスおよび
VLANサブインターフェイスでサポートされます。

このコマンドは、指定したサービスがダウンMEP状態のMEPで設定されていない限り、アップ
MEP状態でMEPを作成します。 service, （372ページ）コマンドを参照してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、DM1という名前の CFMドメインおよび Sv1という名前のサービス上で ID 1を使用して

MEPを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm)# mep domain Dm1 service Sv1 mep-id 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモード
を開始します。

ethernet cfm（インターフェイス）, （262
ページ）

設定された CFM動作がアクティブになるのを妨げてい
るエラー、および発生した警告に関する情報を表示しま

す。

show ethernet cfm configuration-errors, （
381ページ）
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mib-retrieval
イーサネットOAMプロファイルまたはイーサネットOAMインターフェイスでMIB取得をイネー
ブルにするには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイス
イーサネットOAMコンフィギュレーションモードでmib-retrievalコマンドを使用します。イン
ターフェイスをデフォルト（ディセーブル）に戻すには、disableキーワードを使用します。

mib-retrieval [disable]

___________________
構文の説明

イーサネット OAMインターフェイスでMIB取得をディセーブルにしま
す。

disable

___________________
コマンドデフォルト MIB取得はデフォルトでディセーブルです。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MIB取得がイーサネットOAMインターフェイスでイネーブルの場合、OAMクライアントはピア
にMIB取得のサポートをアドバタイズします。

MIB取得がディセーブル（デフォルト）の場合、mib-retrievalコマンドのイネーブル形式だけを
インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで使用できます。 disable
キーワードは、必要に応じてプロファイルを上書きするために提供されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでMIB取得をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# mib-retrieval

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンクOAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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mip auto-create
ブリッジドメインまたは相互接続でMIPの自動作成をイネーブルにするには、CFMドメインサー
ビスコンフィギュレーションモードで mip auto-createコマンドを使用します。MIPの自動作成
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

mip auto-create {all| lower-mep-only}

no mip auto-create {all| lower-mep-only}

___________________
構文の説明

すべてのインターフェイスでMIPの自動作成をイネーブルにします。all

下位レベルにMEPがあるインターフェイスでのみMIPの自動作成をイ
ネーブルにします。

lower-mep-only

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MIPの自動作成機能は、ブリッジドメインまたは相互接続に関連付けられたサービスにのみ設定
されます。

MEPとは異なり、MIPは各インターフェイスで明示的に設定されていません。MIPは、CFM
802.1ag規格で指定されたアルゴリズムに従って自動的に作成されます。アルゴリズムは、簡単に
いえば、次のように各インターフェイスに対して作用します。

•インターフェイスのブリッジドメインまたは相互接続を検出し、そのブリッジドメインま
たは相互接続に関連するすべてのサービスに、MIPの自動作成を考慮します。
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•インターフェイスの最上位レベルのMEPレベルを検出します。上記で考慮されるサービス
の中で最上位のMEPレベルより上であり、最もレベルの低いドメインのサービスが選択さ
れます。インターフェイスにMEPがない場合、最下位レベルのドメインのサービスが選択
されます。

•選択したサービス用のMIPの自動作成の設定は、MIPを作成する必要があるかどうかを判断
するために検査されます。

サービスに対するMIPの自動作成ポリシーの設定は、このサービスに対してMIPが自動的に
作成されることを保証するわけではありません。ポリシーは、そのサービスがアルゴリズム

で最初に選択されている場合に考慮されるだけです。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ブリッジドメインのすべてのインターフェイスで、MIPの自動作成をイネーブルにする例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# mip auto-create all

___________________
関連コマンド 説明コマンド

domain, （255ページ）

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

service, （372ページ）

設定された CFM動作がアクティブになるのを妨げ
ているエラー、および発生した警告に関する情報を

表示します。

show ethernet cfm configuration-errors, （381
ページ）

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示し

ます。

show ethernet cfm local maintenance-points, （
389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）
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説明コマンド

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）
に関する情報を表示します。

show ethernet cfm peer meps, （398ページ）
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mode（Ethernet OAM）
インターフェイス上でイーサネット OAMモードを設定するには、イーサネット OAMコンフィ
ギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションモー
ドで modeコマンドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

mode {active| passive}

___________________
構文の説明

インターフェイスが、検出プロセスの開始、取得 PDUの生成、またはループ
バック要求を実行できないパッシブモードで動作するように指定します。

passive

（インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションのみ）プロセ
スを開始し、要求を行うようにインターフェイスがアクティブモードで動作す

ることを指定します。

active

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは activeです。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスにプロファイルが存在する場合、このコマンドでモードを設定すると、インター

フェイスのプロファイルのモード設定が上書きされます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでイーサネットOAMパッシブモードをイネー

ブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# mode passive

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンクOAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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monitoring
イーサネット OAMリンクモニタリングをイネーブルにするには、イーサネット OAMリンクモ
ニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット OAMリンクモニタ
コンフィギュレーションモードで monitoringコマンドを使用します。リンクモニタリングをデ
フォルト状態のイネーブルに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

monitoring [disable]

no monitoring [disable]

___________________
構文の説明

（任意）イーサネット OAMリンクモニタリングをディセーブルにします。

プロファイルに設定する場合は、このコマンドのmonitoringdisable形
式のみがサポートされます。

（注）

disable

___________________
コマンドデフォルト リンクモニタリングはデフォルトでイネーブルです。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

モニタリングはデフォルトでイネーブルです。プロファイルまたはインターフェイスでディセー

ブルにするには、このコマンドの monitoring disable形式を使用します。

プロファイルでモニタリングがディセーブルになっているが、設定を上書きし、インターフェイ

スについてイネーブルにする場合は、インターフェイスイーサネット OAMリンクモニタコン
フィギュレーションモードで monitoringコマンドを使用します。

プロファイルに disableキーワードがない場合、monitoringコマンドを設定できません。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット OAMインターフェイスでリンクモニタリングをディセーブルにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# monitoring disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネットOAMコンフィギュレーションモードを開始します。

イーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション
モードを開始します。

link-monitor, （314ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

インターフェイスのローカルおよびリモートイーサネット

OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ペー
ジ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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packet size
発信プローブパケットの最小サイズ（バイト単位）を設定するには、SLAプロファイルプローブ
コンフィギュレーションモードでpacket sizeコマンドを使用します。このコンフィギュレーショ
ンを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

packet size bytes [test pattern {hex 0x HHHHHHHH| pseudo-random}]

no packet size bytes [test pattern {hex 0x HHHHHHHH| pseudo-random}]

___________________
構文の説明

必要に応じてパディングを含むパケットの最小サイズ。有効な範囲は

1～ 9000バイトです。この値は、レイヤ 2またはレイヤ 3パケット
ヘッダーを含む合計フレームサイズです。

bytes

（任意）発信プローブパケットを指定した最小パケットサイズに満た

すために必要なだけ繰り返す 4バイトの文字列（8桁の 16進数文字）
を指定します。デフォルトはすべて 0です。

test pattern hex 0x
HHHHHHHH

（任意）発信プローブパケットを指定した最小パケットサイズに満た

す、プロトコルで決定された疑似乱数ビットシーケンスを指定します。

test pattern
pseudo-random

___________________
コマンドデフォルト 最小パケットサイズは設定されていません。最小パケットサイズが設定され、パディングが必

要な場合、デフォルトのパディングはすべて 0です。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルプローブコンフィギュレーション（config-sla-prof-pb）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

test pattern hexおよび pseudo-randomキーワードが追加さ
れました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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サポートされるパケットタイプでは、この設定によって、パディングされるサイズを含むすべて

の発信 SLAプローブパケットの最小サイズが決定されます。パケットに追加されるパディング
の量は、送信されるフレームのタイプおよびフレームのデータ量によって異なります。

パケットサイズが設定されていない場合、パケットはすべての必要な情報に適合するために必要

な最小サイズで送信されます。パケットサイズが設定されている場合でも、必要な情報が設定値

を超過した場合、パケットが設定サイズより大きくなることがあります。

プローブパケットが大きすぎる場合、ネットワーク内のいずれかの場所でドロップされる可

能性があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、必要に応じてすべて 0のデフォルトのパディングを使用して発信プローブパケットの最小

サイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# packet size 9000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# commit

次に、最小パケットサイズに到達するためにパケットをパディングする 16進数のテストパター
ンを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# packet size 9000 test pattern hex 0xabcdabcd
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# commit
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ping ethernet cfm
イーサネット接続障害管理（CFM）ループバックメッセージを、指定した送信元メンテナンスエ
ンドポイント（MEP）から宛先のMEPまたはMACアドレスに送信し、応答のサマリーを表示す
るには、EXECモードで ping ethernet cfmコマンドを使用します。

ping ethernet cfm domain domain-name service service-name {mac-address mac|mep-id id} source
[mep-id source-id] interface interface-path-id [cos cos-val] [count n] [frame-size size] [data-pattern hex]
[interval seconds] [timeout time]

___________________
構文の説明

メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大80文字のス
トリング。

構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能
を使用してください。

（注）

domain domain-name

メンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識別

する最大 80文字のストリング。
service service-name

宛先MEPのMACアドレスの 6バイトの ID番号。mac-address mac

宛先MEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）ID番号。MEPの
ID番号の範囲は 1～ 8191です。

mep-id id

送信元情報。source

（任意）送信元MEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）ID番号。
MEPの ID番号の範囲は 1～ 8191です。

mep-id source-id

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface interface-path-id

（任意）送信元MEPのトラフィッククラスを識別するサービスクラ
ス（CoS）値。有効値は 0～ 7です。

cos cos-val

（任意）pingの数（整数値）。デフォルト値は 5です。count n

（任意）pingフレームのサイズ（整数）。フレームは、指定されたサ
イズに達するまでパディングされます。デフォルトは 0（パディング
なし）です。

frame-size size
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（任意）frame-size設定のためにパディングが必要な場合に、pingフ
レーム内でのパディング用データパターンとして使用される 16進数
値。デフォルト値は 0です。

data-pattern hex

（任意）pingの間隔（秒）を指定します。 n引数には秒数を入力しま
す。デフォルト値は 1秒です。

intervalseconds

（任意）pingパケットのタイムアウト（秒単位）。デフォルトは 2で
す。

timeout time

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用する前に、ローカルMEPをドメインおよびインターフェイスに設定する必要
があります。

このコマンドでは、次の情報が表示されます。

•送信されるループバックメッセージの数

•タイムアウト時間

•ドメイン名

•ドメインレベル

•サービス名

•送信元MEP ID

•インターフェイス

•宛先のMACアドレス

• MEP ID：MEP IDを指定しない場合、「No MEP ID specified」が表示されます。

•完了する現在の ping動作の実行時間
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残りの情報は、現在の ping動作が完了するまで表示されません。ユーザがこ
の時間中に（Ctrlキーを押した状態でCキーを押して）動作を中断した場合、
プロンプトが返され、以降の情報は表示されません。ただし、すべてのルー

プバックメッセージは引き続き送信されます。

（注）

•応答受信の成功率：割合として表示され、後に応答の実際の数が続きます

•最小/最大/平均のラウンドトリップ時間（ミリ秒）

•シーケンス外の応答：少なくとも 1つの応答が受信された場合、割合として表示され、後に
シーケンス外の応答の実際の数が続きますシーケンス外の応答は、最初の応答が送信された

最初のメッセージと対応していない場合、または後続の応答が、前に受信した応答後の予想

された次の応答でない場合に発生します。

•不正データの応答：少なくとも 1つの応答が受信された場合、割合として表示され、後に不
正データの応答の実際の数が続きます不正データの応答は、応答のパディングデータが送

信メッセージのパディングデータに一致しない場合に発生します。これは、送信メッセー

ジが frame-sizeオプションを使用してパディングされた場合にだけ発生します。

•受信パケットレート：2つ以上の応答を受信した場合に、パケット/秒で表示されます。応
答のこのおおよそのレートは、受信した最初の応答と受信した最後の応答間の時間を、受信

した応答の総数で除算した時間です。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executebasic-services

executeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット CFMループバックメッセージを送信する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# ping ethernet cfm domain D1 service S1 mep-id 16 source
interface GigabitEthernet 0/0/0/0

Type escape sequence to abort.
Sending 5 CFM Loopbacks, timeout is 2 seconds -
Domain foo (level 2), Service foo
Source: MEP ID 1, interface GigabitEthernet0/0/0/0
Target: 0001.0002.0003 (MEP ID 16):
Running (5s) ...

Success rate is 60.0 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 1251/1349/1402 ms
Out-of-sequence: 0.0 percent (0/3)
Bad data: 0.0 percent (0/3)
Received packet rate: 1.4 pps
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polling-verification-timer
イーサネットローカル管理インターフェイス（E-LMI）動作のMetro Ethernet Forum（MEF）T392
ポーリング検証タイマー（PVT）を設定またはディセーブルにするには、インターフェイスイー
サネットLMIコンフィギュレーションモードでpolling-verification-timerコマンドを使用します。
デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

polling-verification-timer {interval | disable}

no polling-verification-timer {interval | disable}

___________________
構文の説明 5～ 30の範囲の秒数。デフォルト値は 15で

す。

interval

タイマーをオフにします。disable

___________________
コマンドデフォルト T392ポーリング検証タイマーは 15秒に設定されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスイーサネット LMIコンフィギュレーション（config-if-elmi）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

PVTは、エラーを記録する前に、ステータスメッセージが送信されてからカスタマーエッジ
（CE）デバイスのステータス問い合わせが受信されるまでの許容時間を指定します。ステータス
問い合わせが受信されずに、status-counterコマンドで指定された回数の連続パケットで PVT有
効期限時間に達すると、E-LMIプロトコルステータスは Downに変更されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、E-LMIのMEFポーリング検証タイマーを 30秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)# polling-verification-timer 30

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）, （127
ページ）

インターフェイス上で E-LMI動作をイネーブルにし、イーサ
ネット LMI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。

ethernet lmi, （264ページ）

プロトコルステータス、エラー統計情報、およびイベント統計

情報を含むインターフェイスの E-LMI情報を表示します。
show ethernet lmi interfaces, （414
ページ）
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priority（SLA）
発信 SLAプローブパケットのプライオリティを設定するには、SLAプロファイルプローブコン
フィギュレーションモードで priorityコマンドを使用します。プライオリティをデフォルト値に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

priority priority

no priority priority

___________________
構文の説明

プライオリティレベル。指定できる範囲は 0～ 7です。priority

___________________
コマンドデフォルト プライオリティが SLAによって設定されていない場合、デフォルトは出力インターフェイスの

サービスクラス（CoS）のプライオリティです。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルプローブコンフィギュレーション（config-sla-prof-pb）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

すべての CFM動作タイプのデフォルトのプライオリティは、出力インターフェイスのサービス
クラス（CoS）のプライオリティです。メンテナンスエンドポイント（MEP）で設定する SLA
動作は、メンテナンスエンドポイント（MEP）で個別に設定されるサービスクラス（CoS）設定
を使用しません。 SLAプローブパケットのプライオリティレベルを変更するには、このコマン
ドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、発信 SLAプローブパケットのプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# priority 7
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probe
SLAプロファイルプローブコンフィギュレーションモードを開始するには、SLAプロファイル
コンフィギュレーションモードで probeコマンドを使用します。前のモードに戻るには、このコ
マンドの no形式を使用します。

probe

no probe

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 項目がプローブモードで設定されていない場合、プローブモードのすべての項目はデフォルト値

を使用します。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルコンフィギュレーション（config-sla-prof）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

各プロファイルに、オプションで 1プローブのサブモードがある場合があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、SLAプロファイルプローブ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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)#
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profile（EOAM）
イーサネットOAMプロファイルをインターフェイスにアタッチするには、インターフェイスイー
サネットOAMコンフィギュレーションモードで profileコマンドを使用します。インターフェイ
スからプロファイルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

profile name

no profile name

___________________
構文の説明

インターフェイスにアタッチするイーサネット OAMプロファイルのテキス
ト名。

name

___________________
コマンドデフォルト プロファイルはアタッチされません。

___________________
コマンドモード インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

イーサネットOAMプロファイルがこのコマンドを使用してインターフェイスに接続される場合、
プロファイルに設定されたパラメータすべてがインターフェイスに適用されます。

プロファイル設定によって設定された個々のパラメータは、インターフェイスで直接設定するこ

とによって上書きできます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスにイーサネット OAMプロファイルをアタッチ

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# profile Profile_1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンクOAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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profile（SLA）
SLA動作プロファイルを作成して、SLAプロファイルコンフィギュレーションモードを開始す
るには、SLAコンフィギュレーションモードで profileコマンドを使用します。プロファイルを
削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

profile profile-name type {{cfm-delay-measurement| cfm-delay-measurement-v0}| cfm-loopback|
cfm-synthetic-loss-measurement}

no profile profile-name

___________________
構文の説明

プロファイル名。最長 31文字の大文字と小文字が区別される文字列です。名前
「all」は使用できません。

profile-name

このプロファイルの動作で送信されるパケットのタイプを指定します。有効な

タイプは次のとおりです。

• cfm-delay-measurement：CFM遅延測定パケット

• cfm-delay-measurement-v0：CFM遅延測定バージョン 0パケット

• cfm-loopback：CFMループバックパケット

• cfm-synthetic-loss-measurement：CFM合成損失測定パケット

type

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード イーサネット SLAコンフィギュレーション（config-sla）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

cfm-delay-measurement-v0および
cfm-synthetic-loss-measurementキーワードが追加されました。

リリース 4.3.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

各プロファイルは名前で一意に識別されます。プロファイルのパケットタイプを変更すると、

プロファイルからすべてのストレージデータが削除されます。これは、プロファイルを削除

し、新しいプロファイルを作成することと同じです。

（注）

Y.1731DMMフレームを使用するようにイーサネットSLAプロファイルを設定できます。CFM
MEPごとに設定できるイーサネット SLA動作は 150個までという制約は解除されました。こ
れは、DMMフレームを使用するプロファイルだけでなく、サポートされるその他の Y.1731
フレームタイプを使用するプロファイル（たとえばループバック測定や合成損失測定）も該

当します。相互運用性を目的として、DMM v0フレームを使用するようにプロファイルを設
定することは引き続き可能です。このようにするには、profile（SLA）コマンドでタイプとし
て cfm-delay-measurement-v0を指定します。この場合は、CFMMEPごとに設定できる動作は
150個までという制約が引き続き適用されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、SLA動作プロファイルを設定し、SLAプロファイル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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)#
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remote-loopback
イーサネット OAMインターフェイスの遠端にあるリモートループバックをイネーブルにするに
は、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードで remote-loopbackコマンドを使用します。インターフェ
イスをデフォルト（ディセーブル）に戻すには、disableキーワードを使用します。

remote-loopback [disable]

___________________
構文の説明

イーサネットOAMインターフェイスの遠端のリモートループバックをディ
セーブルにします。

disable

___________________
コマンドデフォルト リモートループバックはデフォルトでディセーブルです。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

イーサネットOAMインターフェイスでリモートループバックがイネーブルの場合、OAMクライ
アントはピアにリモートループバックのサポートをアドバタイズします。

リモートループバックがディセーブル（デフォルト）の場合、remote-loopbackコマンドのイネー
ブル形式だけをインターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモードで使用でき
ます。 disableキーワードは、必要に応じてプロファイルを上書きするために提供されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでリモートループバックをイネーブルにする

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/5/6
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# remote-loopback

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネットOAMコンフィギュレーションモードを開始します。

イーサネット OAMインターフェイスのリモートエンドで
ループバックを開始または停止します。

ethernet oam loopback, （268ページ）

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

show ethernet oam interfaces, （430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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 361

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
remote-loopback



require-remote
OAMセッションをアクティブにする前に特定の機能がイネーブルになっていることを要求する
か、またはアクティブな OAMプロファイルに含まれる要件をディセーブルにするには、イーサ
ネットOAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネットOAMコンフィ
ギュレーションモードで require-remoteコマンドを使用します。設定を削除してデフォルトに戻
すには、このコマンドの no形式を使用します。

require-remote {mode {active| passive}| mib-retrieval| remote-loopback| link-monitoring [disabled]}

no require-remote {mode {active| passive}| mib-retrieval| remote-loopback| link-monitoring [disabled]}

___________________
構文の説明 OAMプロファイルをアクティブにする前に、アクティブモードまたは

パッシブモードがピアデバイスで設定されていることを要求します。

mode {active | passive}

OAMプロファイルをアクティブにする前に、MIB取得がピアデバイス
で設定されていることを要求します。

mib-retrieval

OAMプロファイルをアクティブにする前に、リモートループバックが
ピアデバイスで設定されていることを要求します。

remote-loopback

OAMプロファイルをアクティブにする前に、リンクモニタリング機能
がピアデバイスで設定されていることを要求します。

link-monitoring

（任意：インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション
のみ）このオプションのイーサネット OAMプロファイル設定を上書き
し、指定したインターフェイス上で機能をディセーブルにします。

disabled

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

362 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
require-remote



___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

disabledキーワードは、インターフェイス上でイーサネットOAMを設定している場合のみ使用可
能であり、アクティブな OAMプロファイルに含まれる設定を上書きするために使用します。

disabledキーワードでは、コマンドの設定は削除されません。これを行うには、このコマンドの
no形式を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、OAMセッションをアクティブにする前に特定の機能がイネーブルになっていることを要求

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# require-remote mode active
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# require-remote mib-retrieval
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# require-remote link-monitoring

次に、アクティブな OAMプロファイルに含まれる特定のインターフェイスの要件をディセーブ
ルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/6/5/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# require-remote mode active disabled
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# require-remote mib-retrieval disabled
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# require-remote link-monitoring disabled

___________________
関連コマンド 説明コマンド

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレー
ションモードを開始します。

ethernet oam profile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネット

リンク OAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサ
ethernet oam, （266ページ）

ネット OAMコンフィギュレーションモードを開始しま
す。

イーサネット OAMプロファイルをインターフェイスにア
タッチします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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説明コマンド

機能の矛盾のイベントが発生したときにインターフェイス

で実行するアクションを設定します。

action capabilities-conflict, （180ペー
ジ）

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

インターフェイス上でイーサネット OAMセッションに現
在設定されている OAM情報を表示します。

show ethernet oam discovery, （427ペー
ジ）

show ethernet oam interfaces, （430ペー
ジ）
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schedule（SLA）
プロファイルの動作プローブをスケジューリングするには、SLAプロファイルコンフィギュレー
ションモードで scheduleコマンドを使用します。スケジュールをディセーブルにするには、この
コマンドの no形式を使用します。

Hourly Scheduling

schedule every number {hours| minutes} [first at hh:mm[:ss]] [for duration {seconds| minutes| hours}]

no schedule every number {hours| minutes} [first at hh:mm[:ss]] [for duration {seconds| minutes|
hours}]

Daily Scheduling

schedule every day [at hh:mm] [for duration {seconds| minutes| hours| days}]

no schedule every day [at hh:mm] [for duration {seconds| minutes| hours| days}]

Weekly Scheduling

schedule every week on day [at hh:mm] [for duration {seconds| minutes| hours| days| week}]

no schedule every week on day [at hh:mm] [for duration {seconds| minutes| hours| days| week}]

___________________
構文の説明

プローブを週に 1回、指定した日の指定した時刻（hh:mm）
に、指定した期間スケジュールします。

every week on day [at hh:mm][f
or

duration {seconds |minutes | hours
| days | week}]

プローブを毎日、指定した時刻（hh:mm）に、指定した期間ス
ケジュールします。

every day [at hh:mm][f
or

duration {seconds |minutes | hours
| days}

プローブを、午前 0時以降の指定した時間から、指定した時
間数または分数ごとにスケジュールします（hh:mm[.ss]）。

every number {hours |minutes}
first at hh:mm[.ss]

プローブを、指定した時間数または分数ごとに、指定した期

間スケジュールします。

every number {hours |minutes} [f
or

duration {seconds |minutes |
hours}]
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曜日。次の値が有効です。

• Monday

• Tuesday

• Wednesday

• Thursday

• Friday

• Saturday

• Sunday

day

24時間表記の時刻。

• hh: mm =時間：分（例：22：30）

• hh:mm:ss=時間：分：秒（例：12：30：10（秒は任意））

hh:mm hh:mm[:s s]

プローブの期間。有効値の範囲を次に示します。

• 1～ 3600秒

• 1～ 1440分

• 1～ 24時間

• 1日

• 1週間

duration

時間数または分数。

•時間の有効な値は、24の因数、つまり、1、2、3、4、6、
8、12です。

•分の有効な値は、1440の因数（最大 90）、つまり、1、
2、3、4、5、6、8、9、10、12、15、16、18、20、24、
30、32、36、40、45、48、60、80、90です。

number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは毎時です。 atキーワードを指定しない場合、各動作の開始時間はプローブ期間内に

均等に分散されます。 forキーワードを指定しない場合、単一バーストだけが送信されます。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルコンフィギュレーション（config-sla-prof）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

スケジュールは任意ですが、プロファイルには1つのスケジュールだけを含めることができます。

スケジュールを変更すると、その動作のすべてのストレージデータが削除されます。

スケジュールの変更は、動作を削除し、新しい動作を作成することと同等です。

（注）

プローブが複数のパケット（またはパケットのバースト）を送信するように設定されている場合

（のみ）、send（SLA）コマンドの send packet everyまたは send burst every設定を使用して、for
durationオプションを指定する必要があります。 send（SLA）コマンドがプローブに設定されて
いないか、send burst onceが設定されている場合は、for durationオプションを使用できません。
このような場合に使用すると、エラーが返されます。

for durationオプションは、schedule every {week | day | number}オプションを超えてはなりませ
ん。

「first at hh:hh[:ss]」オプションを使用する場合、毎日午前 0時以降に最初のプローブを送信する
ときに、設定した時間を使用してオフセットが計算されます。オフセットは、設定した時間に間

隔を加えることによって計算されます。したがって、プローブは設定した時間の前に送信される

場合があります。

たとえば、「schedule every 6 hours first at 11:15」と設定すると、午前 0時以降のオフセットは
5:15（11:15プラス 6時間）となり、プローブは 05:15、11:15、17:15、および 23:15に毎日送信さ
れます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、プロファイルの動作プローブをスケジューリングする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# schedule every week on Monday at 23:30 for 1 hour

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# schedule every day at 11:30 for 5 minutes

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# schedule every 2 hours first at 13:45:01

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# schedule every 6 hours for 2 hours

___________________
関連コマンド 説明コマンド

動作プロファイルのプローブが送信するパケットの数とタ

イミングを設定します。

send（SLA）, （369ページ）
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send（SLA）
動作プロファイルのプローブが送信するパケットの数とタイミングを設定するには、SLAプロファ
イルプローブコンフィギュレーションモードで sendコマンドを使用します。デフォルトに戻す
には、このコマンドの no形式を使用します。

send burst {every number {seconds|minutes| hours}| once} packet count packets interval number {seconds|
milliseconds}

no send burst {every number {seconds| minutes| hours}| once} packet count packets interval number
{seconds| milliseconds}

send packet {every number {milliseconds| seconds| minutes| hours}| once}

no send packet {every number {milliseconds| seconds| minutes| hours}| once}

___________________
構文の説明

指定した秒、分、または時間ごとにパケットのバーストを送

信します。numberは次の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

burst every number {seconds |
minutes | hours}

単一バーストを 1回送信します。burst once

各バーストのパケット数を指定します。指定できる範囲は 2
～ 600です。

packet count packets

バーストの各パケット間の間隔を指定します（秒またはミリ

秒単位）。numberは次の範囲です。

• 1～ 30 seconds

• 50～ 30000 milliseconds

interval number {seconds |
milliseconds}

指定したミリ秒、秒、分、または時間ごとに 1パケットを送
信します。numberは次の範囲です。

• 1～ 3600 seconds

• 1～ 1440 minutes

• 1～ 168 hours

• 50～ 10000 milliseconds

packet every number {milliseconds
| seconds |minutes | hours}
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単一パケットを 1回送信します。packet once

___________________
コマンドデフォルト ジッターまたはデータパケット損失を測定するように動作が設定されている場合、デフォルトで

は 2パケットの単一バーストが、1秒のパケット間の間隔で送信されます。

合成パケット損失を測定するように動作が設定されている場合、デフォルトでは10パケットの単
一バーストが、100ミリ秒のパケット間の間隔で送信されます。

動作でジッター、データ、または合成パケット損失が計算されない場合、デフォルトでは単一パ

ケットが 1回送信されます。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルプローブコンフィギュレーション（config-sla-prof-pb）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

Y.1731合成損失測定の統計情報測定が追加されました。リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バーストの全体の長さはパケット数に間隔を乗算したものであり、1分を超えてはなりませ
ん。

（注）

サポートされる最小の intervalはプラットフォームおよびパケットタイプによって異なるため、
指定した制限内にある場合にも、特定の設定でエラーが発生することがあります。イーサネット

SLAの場合、合成損失測定に使用されないパケットタイプの最短間隔は 100ミリ秒です。

burst onceが送信されると、プローブの開始に単一バーストが送信されます。スケジュールでプ
ローブの期間が定義されている場合は、設定に関する警告にフラグが付けられます。デフォルト

が有効な場合も同様です。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、動作プロファイルでプローブによって送信されるパケットのタイプを設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# send burst every 60 seconds packet count 30
interval 1 second
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)#

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# send burst once packet count 2 interval 1 second

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)#

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# send packet every 1 second
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service
サービスをドメインに関連付け、CFMドメインサービスコンフィギュレーションモードを開始
するには、CFMドメインコンフィギュレーションモードで serviceコマンドを使用します。ドメ
インからサービスを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

service service-name {bridge group bridge-domain-group bridge-domain bridge-domain-name| down-meps|
xconnect group xconnect-group-name p2p xconnect-name} [id [icc-based icc-string umc-string] | | [string
text]| [number number]| [vlan-id id-number]| [vpn-id oui-vpnid]]

no service service-name {bridge group bridge-domain-group bridge-domain bridge-domain-name|
down-meps| xconnect group xconnect-group-name p2p xconnect-name} [id [icc-based icc-string umc-string]
| | [string text]| [number number]| [vlan-id id-number]| [vpn-id oui-vpnid]]

___________________
構文の説明

サービスの管理者の名前。最大 80文字の大文字と小文字を区別する
ASCII文字列。

次のいずれかのサービスタイプとともに使用されます。

• bridge

• down-meps

• xconnect

service-name

ブリッジドメインの使用を指定します。 groupおよび bridge-domainと
ともに使用されます。

bridgeが指定されている場合、すべてのMEPがアップであ
り、MIPが許可されます。

（注）

bridge

ブリッジドメインの名前を指定します。group
bridge-domain-group

ブリッジドメインの名前を指定し、イーサネットCFMドメインサービ
スモードを開始します。

bridge-domain
bridge-domain-name

すべてのMEPがダウンであり、MIPが許可されないことを指定します。down-meps

相互接続の使用を指定します。 groupおよび p2pとともに使用されま
す。

xconnectが指定されている場合、すべてのMEPがアップであ
り、MIPが許可されます。

（注）

xconnect

相互接続グループの名前を指定します。group
xconnect-group-name
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ポイントツーポイント相互接続の名前を指定し、イーサネット CFMド
メインサービスモードを開始します。

p2p xconnect-name

（任意）サービス ID。有効なサービス IDは次のとおりです。

• icc-based icc-string umc-string：13文字以内の合計 ICCおよびUnique
MEG ID Code（UMC）文字列長の、ITUベースのキャリアコード
形式。

• number number：0～ 65535の数字。

• string text：46からMDID長を差し引いた数値以内の文字列長。

• vlan-id id-number：1～ 4094の数字。

• vpn-id oui-vpnid：RFC 2685形式の VPN ID（HHH:HHHH）

id

___________________
コマンドデフォルト idが指定されていない場合、サービス名は省略MA名として使用されます。

___________________
コマンドモード CFMドメインコンフィギュレーション（config-cfm-dmn）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

このコマンドが変更されました。 icc-basedキーワードが追
加されました。

リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

省略MA名は、CFMフレームのMaintenance Assoication Identifier（MAID）の 2番目の部分です。
省略MA名（サービス ID）が指定されていない場合、サービス管理者の名前がデフォルトで使用
されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、ブリッジドメインサービスをドメインに関連付け、CFMドメインサービスコンフィギュ

レーションモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Bridge_Service bridge group BD1 bridge-domain
B1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)#

次に、すべてのMEPがダウンでMIPが許可されないことを指定し、CFMドメインサービスコン
フィギュレーションモード開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Serv_1 down-meps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)#

次に、相互接続サービスをドメインに関連付け、CFMドメインサービ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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain Domain_One level 1 id string D1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service Cross_Connect_1 xconnect group XG1 p2p X1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ブリッジドメインを含めるブリッジグループ

を作成します。

bridge group（VPLS）

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジ
グループブリッジドメインコンフィギュレー

ションモードを開始します。

bridge-domain（VPLS）

すべてのドメイン設定用コンテナを作成して名

前を付け、CFMドメインコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

domain, （255ページ）

イーサネットCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

p2pコンフィギュレーションモードを開始し
て、ポイントツーポイントの相互接続を設定し

ます。

p2p
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説明コマンド

設定された CFM動作がアクティブになるのを
妨げているエラー、および発生した警告に関す

る情報を表示します。

show ethernet cfm configuration-errors, （381ペー
ジ）

作成済みのすべてのメンテナンスポイントを表

示します。

show ethernet cfm local maintenance-points, （389
ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）

ローカルMEPによって検出された他のMEPを
表示します。

show ethernet cfm peer meps, （398ページ）

相互接続グループを設定します。xconnect group
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show efd interface
イーサネット障害検出（EFD）のためにシャットダウンされたすべてのインターフェイスを表示
するか、または特定のインターフェイスがEFDのためにシャットダウンされたかどうかを表示す
るには、EXECモードで show efd interfaceコマンドを使用します。

show efd interface [type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンライン
ヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト パラメータが指定されていない場合は、EFDのためにシャットダウンされたすべてのインター

フェイスが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

EFDエラーが検出されない場合にこのコマンドを実行すると、次のメッセージが表示されます。

< date time >
No matching interfaces with EFD-shutdown triggered
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、イーサネット障害検出（EFD）のためにシャットダウンされたすべてのインターフェイス

を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show efd interfaces

Server VLAN MA
==============
Interface Clients
-------------------------
GigE0/0/0/0.0 CFM

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべてのダウンMEPの EFDをダウンMEPサービスでイネーブル
にします。

efd, （258ページ）

インターフェイスへの EFDステート変更（インターフェイスが
EFDによってシャットダウンまたは起動された場合など）のロギ
ングをイネーブルにします。

log efd, （326ページ）
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show ethernet cfm ccm-learning-database
連続性チェックメッセージ（CCM）学習データベースを表示するには、EXECコンフィギュレー
ションモードで show ethernet cfm ccm-learning-databaseコマンドを使用します。

show ethernet cfm ccm-learning-database [location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）指定したノードのCFMCCM学習データベースを表示します。
node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイスのすべての CFM ccm学習データベースが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CCM学習データベースは、連続性チェックメッセージ（CCM）を受信したMEPおよびMIPに
よって入力されます。 CCM学習データベース内の情報は、該当するエントリがメインのMAC
ラーニングテーブルにない場合に tracerouteに応答するために使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

378 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
show ethernet cfm ccm-learning-database



___________________
例 次に、すべてのインターフェイスのすべての CFM CCM学習データベースを表示する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm ccm-learning-database

Location 0/0/CPU0:

Domain/Level Service Source MAC Interface
---------------------- -------------------- -------------- ------------------
foo/2 foo 0001.0203.0401 Gi0/0/0/0
foo/2 foo 0001.0203.0402 PW

Location 0/1/CPU0:

Domain/Level Service Source MAC Interface
---------------------- -------------------- -------------- ------------------
foo/2 foo 0001.0203.0401 XC ID: 0xff000002

表 14：show ethernet cfm ccm-learning-database のフィールドの説明

このエントリが作成される原因となった CCM
を受信したメンテナンスポイントのドメインの

ドメイン名とレベル。このエントリは、このド

メインのメンテナンスポイントによって受信さ

れた tracerouteメッセージに応答するために使
用されます。

Domain/Level

このエントリが作成される原因となった CCM
を受信したメンテナンスポイントのサービス

名。このエントリは、このドメインのメンテナ

ンスポイントによって受信された tracerouteメッ
セージに応答するために使用されます。

Service

このエントリが作成される原因となった CCM
の送信元MACアドレス。このエントリは、こ
のMACアドレスを対象とする tracerouteメッ
セージに応答するために使用されます。

Source MAC
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CCMがルータに入力されたインターフェイス。
次のいずれかになります。

•インターフェイスまたはサブインターフェ
イスの名前

•疑似回線 ID（ネイバーアドレスおよびPW
ID）

• PW：CCMが相互接続のPWによって受信
されたことを示します。

• XCID：CCMが現在は存在しないインター
フェイス、または L2モードでなくなった
インターフェイスを介して受信されたこと

を示す内部相互接続 ID値。

Interface
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show ethernet cfm configuration-errors
設定されたCFM動作がアクティブになるのを妨げているエラー、および発生した警告に関する情
報を表示するには、EXECモードで show ethernet cfm configuration-errorsコマンドを使用しま
す。

show ethernet cfm configuration-errors [domain domain-name] [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）指定された CFMドメイン名に関する情報を表示します。domain domain-name

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト すべてのドメインのすべての CFM設定エラーが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、すべてのドメインのすべての CFM設定エラーを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm configuration-errors

Domain fig (level 5), Service bay
* MIP creation configured using bridge-domain blort, but bridge-domain blort does not
exist.
* An Up MEP is configured for this domain on interface GigabitEthernet0/1/2/3.234 and an
Up MEP is also configured for domain blort, which is at the same level (5).
* A MEP is configured on interface GigabitEthernet0/3/2/1.1 for this domain/service, which
has CC interval 100ms, but the lowest interval supported on that interface is 1s.

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

インターフェイスCFMコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

ethernet cfm（インターフェイス）, （262
ページ）

イーサネットCFM tracerouteメッセージを送信して基
本を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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show ethernet cfm interfaces ais
現在アラーム表示信号（AIS）を送信しているインターフェイスに関する情報を表示するには、
EXECモードで show ethernet cfm interfaces aisコマンドを使用します。

show ethernet cfm interfaces [type interface-path-id] ais [location node-id]

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

(任意)rack/slot/moduleとして指定されたノードの場所に関する情報を表示し
ます。インターフェイスタイプを設定した場合、場所は指定できません。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合は、すべての AISインターフェイスの情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスを指定した場合、locationキーワードは指定できません。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、インターフェイス AISテーブルに公開されている情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm interfaces ais

Defects (from at least one peer MEP):
A - AIS received I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong Level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out (archived)
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
P - Peer port down D - Local port down

Trigger Transmission
AIS --------- Via ---------------------------

Interface (State) Dir L Defects Levels L Int Last started Packets
------------------------ --- - ------- ------- - --- ------------ --------
Gi0/1/0/0.234 (Up) Dn 5 RPC 6 7 1s 01:32:56 ago 5576
Gi0/1/0/0.567 (Up) Up 0 M 2,3 5 1s 00:16:23 ago 983
Gi0/1/0/1.1 (Dn) Up D 7 60s 01:02:44 ago 3764
Gi0/1/0/2 (Up) Dn 0 RX 1!

表 15：show ethernet cfm interfaces ais のフィールドの説明

インターフェイスの名前と状態。Interface (State)

AISパケットが送信される方向（アップまたは
ダウン）。

AIS dir

AISを送信している最下位のMEPのレベル。
インターフェイスにダウンMEPがない場合、
フィールドは空白で、AISはインターフェイス
自体の設定が原因で送信されています。

Trigger L

AISを送信している最下位のMEPが検出した
障害。

Trigger Defects

下位のMEPから AISを受信し、信号を再送信
している可能性があるインターフェイス上のい

ずれかのMEPのレベル。最上位のMEPが信号
を再送信していない場合、レベルのリストは感

嘆符を使用して終了します。

Via Levels
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AISがインターフェイスの外部でMIPにより送
信されているレベル。フィールドは、これが発

生しない場合は空白です。

Transmission L

AISがインターフェイスの外部でMIPにより送
信されている間隔。フィールドは、これが発生

しない場合は空白です。

Transmission Int

AISがインターフェイスの外部で送信されてい
る場合、信号が開始された時刻。フィールド

は、これが発生しない場合は空白です。

Transmission last started

AISがインターフェイスの外部で送信されてい
る場合、送信MEPが作成された後、または送
信MEPのカウンタが最後にクリアされた後に、
送信MEPによって送信されたパケットの数。
フィールドは、これが発生しない場合は空白で

す。

Transmission packets

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMドメインサービスの AIS送信を設定します。ais transmission, （208ページ）

CFMドメインサービスの AISロギングを、AISまたは
LCKパケットを受信したときに示すように設定します。

log ais, （316ページ）

CFMインターフェイスの AIS送信を設定します。ais transmission up, （211ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ペー
ジ）
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show ethernet cfm interfaces statistics
インターフェイス固有のイーサネット接続障害管理（CFM）カウンタを表示するには、EXECモー
ドで show ethernet cfm interfaces statisticsコマンドを使用します。

show ethernet cfm interfaces [type interface-path-id] statistics [location node-id]

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

(任意)rack/slot/moduleとして指定されたノードの場所に関する情報を表示し
ます。インターフェイスタイプを設定した場合、場所は指定できません。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイスのすべての CFMカウンタが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のインターフェイスを指定した場合、場所は指定できません。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、すべてのインターフェイスのすべての CFMカウンタの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm interfaces statistics
Location 0/1/CPU0:

Interface Malformed Dropped Last Malformed Reason
----------------- --------- --------- ---------------------
Gi0/1/0/3.185 0 0
Gi0/1/0/7.185 0 0
Gi0/1/0/7.187 0 0

表 16：show ethernet cfm statistics のフィールドの説明

インターフェイスの名前。Interface

IEEE 802.1agおよび ITU-T Y.1731で指定された
パケット形式に準拠していないことが検知され

た、このインターフェイスで受信したパケット

数。

Malformed

ソフトウェアでドロップされた、このインター

フェイスで受信した有効な（正常な）パケット

数。パケットは、次の理由でドロップされた可

能性があります。

•パケットに不明な動作コードがあり、MEP
に達しました。

•パケットは、MEPよりも低いCFMレベル
であるために、MEPでドロップされまし
た。

•パケットは、インターフェイスで STPが
ブロックされているため送信されませんで

した。

•パケットは、このインターフェイスを宛先
としているため送信されませんでした。

Dropped
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受信した最後の不正な形式の動作コード、およ

び不正な形式であると検知された理由。不正な

形式のパケットを受信していない場合、この

フィールドは空白です。

Last Malformed Reason

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネット CFMインターフェイスのカウンタを
クリアします。

clear ethernet cfm interface statistics, （219ペー
ジ）
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show ethernet cfm local maintenance-points
ローカルメンテナンスポイントのリストを表示するには、EXECモードで show ethernet cfm local
maintenance-pointsコマンドを使用します。

show ethernet cfm local maintenance-points [domain domain-name [service service-name]| interface type
interface-path-id] [mep| mip]

___________________
構文の説明

（任意）指定したドメインに関する情報を表示します。domain-nameは、
メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大 80文字の文字
列です。

domain domain-name

（任意）指定したサービスに関する情報を表示します。service-nameは、
メンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識別す

る最大 80文字の文字列です。

service service-name

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）メンテナンスエンドポイント（MEP）に関する情報を表示しま
す。

mep

（任意）メンテナンス中間ポイント（MIP）に関する情報を表示します。mip

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイスのすべてのメンテナンスポイントが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、メンテナンスポイントを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm local maintenance-points

Domain/Level Service Interface Type ID MAC
-------------------- ------------------- ----------------- ------ ---- --------
bar/0 bar Gi0/0/0/0 Dn MEP 1 03:04:00
baz/4 baz Gi0/0/0/1.1 MIP 03:04:01
baz/4 baz Gi0/0/0/2 MIP 03:04:02
foo/? foo Gi0/0/0/3 MEP 1 03:04:03!
qux/2 qux Gi0/0/0/1.1 Up MEP 10 03:04:01
qux/2 qux Gi0/0/0/2 Up MEP 11 03:04:02

表 17：show ethernet cfm local maintenance-points のフィールドの説明

ドメインのドメイン名とレベル。ドメインがグ

ローバルに設定されていない場合、レベルに疑

問符（?）が表示されます。

Domain/Level

サービスの名前。Service

メンテナンスポイントを含むインターフェイ

ス。

Interface

メンテナンスポイントのタイプ。

• MIP

• Up MEP

• Down MEP

• MEP：MEPがグローバルに設定されてい
ないサービスに属する場合、タイプは判別

されず、MEPだけが表示されます。

Type
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設定されたMEP ID。

MIPには IDがないため、この列は
MIPについては空白になります。

（注）

ID

インターフェイスMACアドレスの最後の 3オ
クテット。

最初の 3オクテットは通常、Cisco
OUIです。

（注）

MAC

MEPに設定エラーがある場合、表示
出力の行の末尾に感嘆符（!）が表示
されます。

（注）

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ペー
ジ）

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に関
する情報を表示します。

show ethernet cfm peer meps, （398ペー
ジ）

tracerouteキャッシュエントリの最大制限または traceroute
キャッシュエントリを保持する最大時間限度を設定しま

す。

traceroute cache, （471ページ）

イーサネット CFM tracerouteメッセージを送信して基本
を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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show ethernet cfm local meps
ローカルメンテナンスエンドポイント（MEP）に関する情報を表示するには、EXECモードで
show ethernet cfm local mepsコマンドを使用します。

show ethernet cfm local meps [domain domain-name [service service-name [mep-id id]]| interface type
interface-path-id [domain domain-name]] [errors [detail| verbose]| detail| verbose]

___________________
構文の説明

（任意）指定したCFMドメインに関する情報を表示します。domain-name
は、メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大 80文字の
文字列です。

domain domain-name

（任意）指定したサービスに関する情報を表示します。service-nameは、
メンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識別す

る最大 80文字の文字列です。

service service-name

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）指定したMEPに関する情報を表示します。idは、ローカルメン
テナンスエンドポイント（MEP）の番号です。指定できる範囲は 1～
8191です。

mep-id id

（任意）エラーがあるピアMEPに関する情報を表示します。errors

（任意）詳細情報を表示します。detail

（任意）CFMパケットのタイプごとに詳細情報とカウンタを表示します。verbose

___________________
コマンドデフォルト 簡易情報は、すべてのローカルMEPについて表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

AIS用に新しい出力フィールドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

設定エラーがない限り、すべてのMEPが show ethernet cfm local mepsコマンド出力に表示されま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、フィルタリングを行わないローカルMEPのデフォルト統計情報の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps

A - AIS received I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong Level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out (archived)
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
P - Peer port down

Domain foo (level 6), Service bar
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS

----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
100 Gi1/1/0/1.234 (Up) Up 0/0 N A L7

Domain fred (level 5), Service barney
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS

----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
2 Gi0/1/0/0.234 (Up) Up 3/2 Y RPC L6

RP/0/0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps

A - AIS received I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong Level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out (archived)
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
P - Peer port down

Domain foo (level 6), Service bar
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS
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----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
100 Gi1/1/0/1.234 (Up) Up 0/0 N A

Domain fred (level 5), Service barney
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS

----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
2 Gi0/1/0/0.234 (Up) Up 3/2 Y RPC

表 18：show ethernet cfm local meps のフィールドの説明

MEPの設定されたMEP ID。ID

MEPが設定されたインターフェイスおよびイン
ターフェイスステート。ステートは、インター

フェイスステート、イーサネットリンクOAM
のインターワーキング状態、およびスパニング

ツリープロトコル（STP）状態から取得されま
す。

次の状態がレポートされます。

• Up：Interface Up、Ethernet Link OAMUp、
STP Up

• Down：Interface Downまたは Admin Down

• Test：Interface Up、イーサネットリンク
OAMループバックモード

• Blkd：InterfaceUp、Ethernet LinkOAMUp、
STP Blocked

•それ以外の場合は、インターフェイスス
テートです。

Interface (State)

MEPの方向。Dir

リモート障害。Y（yes）は、リモート障害が少
なくとも 1つのピアMEPで検出されたことを
示します。その場合、RDIビットが発信 CCM
メッセージで設定されます。それ以外の場合

は、N（No）です。

RD

ローカルMEPに CCMを送信するピアMEPの
総数。

MEPs

少なくとも1つのエラーが検出されたピアMEP
の数。

Err
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検出されたエラーのタイプ。各エラーは、1文
字として表示されます。同じMEPのエラーで
ある場合、複数のエラーが表示されます。可能

性のあるエラーは、コマンドの表示出力の最上

部に表示されます。

Defects

アラーム表示信号。AISがサービスに対して設
定されている場合、アラームがシグナリングさ

れると、設定レベルが表示されます。 AISが
サービスに対して設定されていないか、または

アラームが現在シグナリングされていない場

合、このフィールドは空白になります。

AIS

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps domain foo service bar

A - AIS received I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong Level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out (archived)
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
P - Peer port down

Domain foo (level 6), Service bar
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS

----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
100 Gi1/1/0/1.234 (Up) Up 0/0 N A L7

RP/0/0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps domain foo service bar

A - AIS received I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong Level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out (archived)
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
P - Peer port down

Domain foo (level 6), Service bar
ID Interface (State) Dir MEPs/Err RD Defects AIS

----- ------------------------ --- -------- -- ------- ---
100 Gi1/1/0/1.234 (Up) Up 0/0 N X

次に、ローカルMEPの詳細な統計情報の出力例を示します。

廃棄された CCMフィールドは、数値がゼロ（0）の場合は表示されません。これは、ピア
MEP数の制限に達したときだけ CCMが廃棄されるため、廃棄された CCMのカウントがゼロ
以外のものになることは一般的ではありません。ピアMEPフィールドは常に表示されます
が、連続性チェックがイネーブルになっていない場合、カウントは常にゼロになります。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps detail

Domain foo (level 6), Service bar
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 100
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 0 up, 0 with errors, 0 timed out (archived)
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CCM generation enabled: No
AIS generation enabled: Yes (level: 7, interval: 1s)
Sending AIS: Yes (started 01:32:56 ago)
Receiving AIS: Yes (from lower MEP, started 01:32:56 ago)

Domain fred (level 5), Service barney
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 2
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 3 up, 2 with errors, 0 timed out (archived)
Cross-check defects: 0 missing, 0 unexpected

CCM generation enabled: Yes (Remote Defect detected: Yes)
CCM defects detected: R - Remote Defect received

P - Peer port down
C - Config (our ID received)

AIS generation enabled: Yes (level: 6, interval: 1s)
Sending AIS: Yes (to higher MEP, started 01:32:56 ago)
Receiving AIS: No

RP/0/0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps detail

Domain foo (level 6), Service bar
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 100
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 0 up, 0 with errors, 0 timed out (archived)

CCM generation enabled: No
AIS generation enabled: No
Sending AIS: No
Receiving AIS: No

Domain fred (level 5), Service barney
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 2
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 3 up, 2 with errors, 0 timed out (archived)
Cross-check defects: 0 missing, 0 unexpected

CCM generation enabled: Yes (Remote Defect detected: Yes)
CCM defects detected: R - Remote Defect received

P - Peer port down
C - Config (our ID received)

AIS generation enabled: No
Sending AIS: No
Receiving AIS: No

次に、ローカルMEPの詳細な統計情報の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm local meps verbose

Domain foo (level 6), Service bar
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 100
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 0 up, 0 with errors, 0 timed out (archived)

CCM generation enabled: No
AIS generation enabled: Yes (level: 7, interval: 1s)
Sending AIS: Yes (started 01:32:56 ago)
Receiving AIS: Yes (from lower MEP, started 01:32:56 ago)

Packet Sent Received
------ ---------- -----------------------------------------------------
CCM 0 0 (out of seq: 0)
LBM 0 0
LBR 0 0 (out of seq: 0, with bad data: 0)
AIS 5576 0
LCK - 0
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Domain fred (level 5), Service barney
Up MEP on GigabitEthernet0/1/0/0.234, MEP-ID 2
================================================================================
Interface state: Up MAC address: 1122.3344.5566
Peer MEPs: 3 up, 2 with errors, 0 timed out (archived)
Cross-check defects: 0 missing, 0 unexpected

CCM generation enabled: Yes (Remote Defect detected: Yes)
CCM defects detected: R - Remote Defect received

P - Peer port down
C - Config (our ID received)

AIS generation enabled: Yes (level: 6, interval: 1s)
Sending AIS: Yes (to higher MEP, started 01:32:56 ago)
Receiving AIS: No

Packet Sent Received
------ ---------- ----------------------------------------------------------
CCM 12345 67890 (out of seq: 6, discarded: 10)
LBM 5 0
LBR 0 5 (out of seq: 0, with bad data: 0)
AIS 0 46910
LCK - 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示しま

す。

show ethernet cfm local maintenance-points,
（389ページ）

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に
関する情報を表示します。

show ethernet cfm peer meps, （398ページ）

イーサネット CFM tracerouteメッセージを送信して基
本を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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show ethernet cfm peer meps
ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に関する情報を表示するには、EXECモード
で show ethernet cfm peer mepsコマンドを使用します。

show ethernet cfm peermeps [domain domain-name [service service-name [localmep-id id [peer {mep-id
id|mac-address H . H . H}]]]| interface type interface-path-id [domain domain-name [peer {mep-id id|
mac-address H . H . H}]]] [cross-check [missing| unexpected]| errors] [detail]

___________________
構文の説明

（任意）クロスチェックエラーがあるピアMEPに関する情報を表示し
ます。

cross-check

（任意）詳細情報を表示します。detail

（任意）CFMドメインに関する情報を表示します。domain-nameは、
メンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大80文字の文
字列です。

domain domain-name

（任意）エラーがあるピアMEPに関する情報を表示します。errors

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示しま

す。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）ローカルMEPに関する情報を表示します。idはMEPの番号
です。

local mep-id id

（任意）欠落しているピアMEPに関する情報を表示します。missing

（任意）ピアMEPに関する情報を表示します。idはMEPの番号です。peer mep-id id

（任意）ピアMEPに関する情報を表示します。H.H.HはMEPの 16進
数アドレスです。

peer mac-address H.H.H

（任意）CFMサービスに関する情報を表示します。service-nameは、
メンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識別

する最大 154文字の文字列です。

service service-name
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（任意）予想外のピアMEPに関する情報を表示します。unexpected

___________________
コマンドデフォルト すべてのドメインのピアMEPが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、ローカルMEPによって検出されたMEPの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm peer meps

Flags:
> - Ok I - Wrong interval
R - Remote Defect received V - Wrong level
L - Loop (our MAC received) T - Timed out
C - Config (our ID received) M - Missing (cross-check)
X - Cross-connect (wrong MAID) U - Unexpected (cross-check)
* - Multiple errors received

Domain dom3 (level 5), Service ser3
Down MEP on GigabitEthernet0/0/0/0 MEP-ID 1
================================================================================
St ID MAC Address Port Up/Downtime CcmRcvd SeqErr RDI Error
-- ----- -------------- ------- ----------- --------- ------ ----- -----
V 10 0001.0203.0403 Up 00:01:35 2 0 0 2

Domain dom4 (level 2), Service ser4
Down MEP on GigabitEthernet0/0/0/0 MEP-ID 1
================================================================================
St ID MAC Address Port Up/Downtime CcmRcvd SeqErr RDI Error
-- ----- -------------- ------- ----------- --------- ------ ----- -----
> 20 0001.0203.0402 Up 00:00:03 4 1 0 0
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> 21 0001.0203.0403 Up 00:00:04 3 0 0 0

Domain dom5 (level 2), Service dom5

表 19：show ethernet cfm peer meps のフィールドの説明

状態：出力の上部に表示される状態を表す 1つ
または 2つの文字。

St

ピアMEP IDID

ピアMACアドレスこのエントリが、MACア
ドレスが指定されていない設定済みクロス

チェックMEPであり、MEP IDが一致するピア
MEPから現在CCMを受信していない場合、こ
のフィールドは空白です。

MAC address

ポートステータスおよびインターフェイスス

テータスTLVに基づくピアのポート状態。TLV
または CCMが受信されていない場合、この
フィールドは空白です。それ以外の場合は、Up
の場合を除き、ポートステータスが表示されま

す。ポートステータスが Upの場合は、イン
ターフェイスステータスが表示されます。

Port

ピアMEPが最後にアップ、またはダウンになっ
てからの経過時間。

現在CCMが受信されている場合は、ピアMEP
が最後にアップになってからの経過時間です。

これは、最初の CCMが受信されてからの経過
時間です。

現在 CCMが受信されていない場合は、ピア
MEPが最後にダウンになってからの経過時間で
す。これは、損失しきい値を超過し、連続性の

喪失が検出されてからの経過時間です。

Up/Downtime

ピアMEPから受信された CCMの合計数。CcmRcvd

シーケンスを外れて受信された CCMの数SeqErr

RDIビットが設定された受信されたCCMの数。RDI
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次のような CCM障害がある受信された CCM
の数。

•無効レベルエラー

•メンテナンスアソシエーション ID
（MAID）エラー

•間隔エラー

• MEP ID外エラーで受信されました

•無効な送信元MACエラー

Error

次に、ローカルMEPによって検出されたMEPの詳細な出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm peer meps detail

Domain dom3 (level 5), Service ser3
Down MEP on GigabitEthernet0/0/0/0 MEP-ID 1
================================================================================
Peer MEP-ID 10, MAC 0001.0203.0403

CFM state: Wrong level, for 00:01:34
Port state: Up
CCM defects detected: V - Wrong Level
CCMs received: 5
Out-of-sequence: 0
Remote Defect received: 5
Wrong Level: 0
Cross-connect (wrong MAID): 0
Wrong Interval: 5
Loop (our MAC received): 0
Config (our ID received): 0

Last CCM received 00:00:06 ago:
Level: 4, Version: 0, Interval: 1min
Sequence number: 5, MEP-ID: 10
MAID: String: dom3, String: ser3
Port status: Up, Interface status: Up

Domain dom4 (level 2), Service ser4
Down MEP on GigabitEthernet0/0/0/0 MEP-ID 1
================================================================================
Peer MEP-ID 20, MAC 0001.0203.0402

CFM state: Ok, for 00:00:04
Port state: Up
CCMs received: 7
Out-of-sequence: 1
Remote Defect received: 0
Wrong Level: 0
Cross-connect (wrong MAID): 0
Wrong Interval: 0
Loop (our MAC received): 0

Config (our ID received): 0
Last CCM received 00:00:04 ago:

Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
Sequence number: 1, MEP-ID: 20
MAID: String: dom4, String: ser4
Chassis ID: Local: ios; Management address: 'Not specified'
Port status: Up, Interface status: Up

Peer MEP-ID 21, MAC 0001.0203.0403
CFM state: Ok, for 00:00:05
Port state: Up
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CCMs received: 6
Out-of-sequence: 0
Remote Defect received: 0
Wrong Level: 0
Cross-connect (wrong MAID): 0
Wrong Interval: 0
Loop (our MAC received): 0
Config (our ID received): 0

Last CCM received 00:00:05 ago:
Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
Sequence number: 1, MEP-ID: 21
MAID: String: dom4, String: ser4
Port status: Up, Interface status: Up

Domain dom5 (level 2), Service ser5
Up MEP on Standby Bundle-Ether 1 MEP-ID 1
================================================================================
Peer MEP-ID 600, MAC 0001.0203.0401

CFM state: Ok (Standby), for 00:00:08, RDI received
Port state: Down
CCM defects detected: Defects below ignored on local standby MEP

I - Wrong Interval
R - Remote Defect received

CCMs received: 5
Out-of-sequence: 0
Remote Defect received: 5

Wrong Level: 0
Cross-connect W(wrong MAID): 0
Wrong Interval: 5
Loop (our MAC received): 0
Config (our ID received): 0

Last CCM received 00:00:08 ago:
Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
Sequence number: 1, MEP-ID: 600
MAID: DNS-like: dom5, String: ser5
Chassis ID: Local: ios; Management address: 'Not specified'
Port status: Up, Interface status: Down

Peer MEP-ID 601, MAC 0001.0203.0402
CFM state: Timed Out (Standby), for 00:15:14, RDI received
Port state: Down
CCM defects detected: Defects below ignored on local standby MEP

I - Wrong Interval
R - Remote Defect received
T - Timed Out
P - Peer port down

CCMs received: 2
Out-of-sequence: 0
Remote Defect received: 2
Wrong Level: 0
Cross-connect (wrong MAID): 0
Wrong Interval: 2
Loop (our MAC received): 0
Config (our ID received): 0

Last CCM received 00:15:49 ago:
Level: 2, Version: 0, Interval: 10s
Sequence number: 1, MEP-ID: 600
MAID: DNS-like: dom5, String: ser5
Chassis ID: Local: ios; Management address: 'Not specified'
Port status: Up, Interface status: Down
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表 20：show ethernet cfm peer meps detail のフィールドの説明

ピアMEPの状態。MEPがアップまたはダウン
になっている期間。および最後に受信したCCM
にRDIビットが設定されているかどうか。CCM
が現在受信されている場合、次の可能性のある

状態が表示されます。

• Missing

• Timed out：ロスタイムの間にCCMが受信
されませんでした

• Ok

•障害の表示。

CFM state

ポートステータスおよびインターフェイスス

テータスTLVに基づくピアのポート状態。TLV
または CCMが受信されていない場合、この
フィールドは空白です。それ以外の場合は、Up
の場合を除き、ポートステータスが表示されま

す。ポートステータスが Upの場合は、イン
ターフェイスステータスが表示されます。

Port state
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検出された CCM障害のタイプ。

可能性のある障害は次のとおりです。

• Remote Defect received：ピアから受信した
最後のCCMにRDIビットが設定されてい
ました。

• Loop (ourMAC received)：CCMが、ローカ
ルMEPと同じMACアドレスを持つピア
から受信されました。

• Config (our ID received)：CCMが、ローカ
ルMEPと同じMEP IDを持つピアから受
信されました。

• Cross-connect (wrongMAID)：ピアから受信
した最後の CCMに、ローカルに設定され
たドメイン/サービスの IDと一致しないと
識別されたドメイン/サービスが含まれて
いました。

• Peer port down：ピアから受信した最後の
CCMに、ピアのインターフェイスがアッ
プでないことを示すインターフェイスス

テータスが含まれていました。

• Wrong interval：受信した最後の CCMに、
ローカルに設定された CCM間隔に一致し
ない CCM間隔が含まれていました。

• Wrong level：受信した最後の CCMが、
ローカルMEPのレベルより低いレベルの
ものでした。

• Timed out：ロスタイム内にCCMが受信さ
れませんでした。

• Missing (cross-check)：クロスチェックが設
定され、このピアMEPが一覧表示されて
いますが、CCMがロスタイム内に受信さ
れませんでした。

• Unexpected (cross-check)：このサービスに
対してクロスチェックが設定され、このピ

アMEPは一覧表示されていませんが、こ
のピアMEPから CCMがロスタイム内に
受信されました。

CCM defects detected

障害タイプごとの、受信されたCCMの合計数。CCMs received
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最後の CCMが受信された時刻、および内容の
完全なデコード。すべての不明な TLVが 16進
数表記で表示されます。

Last CCM received

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ローカルメンテナンスポイントのリストを表示し

ます。

show ethernet cfm local maintenance-points, （
389ページ）

ローカルMEPに関する情報を表示します。show ethernet cfm local meps, （392ページ）

イーサネット CFM tracerouteメッセージを送信して
基本を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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show ethernet cfm traceroute-cache
tracerouteキャッシュの内容を表示するには、EXECモードで show ethernet cfm traceroute-cache
コマンドを使用します。

{show ethernet cfm traceroute-cache [[domain domain-name] [service service-name] [local mep-id id]
[transaction-id id]]| interface type interface-path-id [[domain domain-name] [transaction-id id]]
[exploratory| targeted] [status {complete| incomplete}] [detail]}

___________________
構文の説明

（任意）CFMドメインに関する情報を表示します。domain-nameは、メ
ンテナンスポイントが存在するドメインを識別する最大 80文字の文字
列です。

domain domain-name

（任意）CFMサービスに関する情報を表示します。service-nameは、メ
ンテナンスポイントが属するメンテナンスアソシエーションを識別す

る最大 80文字の文字列です。

service service-name

（任意）指定されたローカルメンテナンスエンドポイント（MEP）の
情報を表示します。MEPの ID番号の範囲は 1～ 8191です。

local mep-id id

（任意）指定されたトランザクションの情報を表示します。transaction-id id

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示しま

す。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）探索 tracerouteの情報を表示します。exploratory

（任意）探索ではないが、明示的にマッピングされた tracerouteの情報
を表示します。

targeted

（任意）ステータス情報を表示します。status

（任意）すべての応答を受信した tracerouteのステータス情報を表示し
ます。

complete

（任意）引き続き応答を受信している tracerouteのステータス情報を表
示します。

incomplete
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（任意）詳細情報を表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト デフォルト tracerouteの出力を表示します。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドは、tracerouteキャッシュの内容を表示するために使
用します。たとえば、検出されたメンテナンス中間ポイント（MIP）やメンテナンスエンドポイ
ント（MEP）が履歴データとして表示されます。 tracerouteキャッシュには、過去の traceroute処
理のエントリが格納されます。

出力には、各ローカルMEPから送信された tracerouteが一覧表示されます。ローカルMEPの見
出しには、ドメイン名とレベル、サービス名、MEP ID、およびインターフェイス名が含まれま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm traceroute-cache

Traceroutes in domain bar (level 4), service bar
Source: MEP-ID 1, interface GigabitEthernet0/0/0/0
================================================================================
Traceroute at 2009-05-18 12:09:10 to 0001.0203.0402,
TTL 64, Trans ID 2:

Hop Hostname/Last Ingress MAC/name Egress MAC/Name Relay
--- ------------------------ ---------------------- ---------------------- -----
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1 ios 0001.0203.0400 [Down] FDB
0000-0001.0203.0400 Gi0/0/0/0

2 abc 0001.0203.0401 [Ok] FDB
ios Not present

3 bcd 0001.0203.0402 [Ok] Hit
abc GigE0/0

Replies dropped: 0

Traceroutes in domain foo (level 2), service foo
Source: MEP-ID 1, interface GigabitEthernet0/0/0/0
================================================================================
Traceroute at 2009-05-18 12:03:31 to 0001.0203.0403,
TTL 64, Trans ID 1:

Hop Hostname/Last Ingress MAC/name Egress MAC/Name Relay
--- ------------------------ ---------------------- ---------------------- -----
1 abc 0001.0203.0401 [Ok] FDB

0000-0001.0203.0400 Not present
2 bob 0001.0203.0402 [Ok] MPDB

abc Gi0/1/0/2.3
3 cba 0001.0203.0403 [Ok] Hit

bob Gi0/2/0/3.45
Replies dropped: 0

Traceroute at 2009-05-18 12:15:47 to 0001.0203.0409,
TTL 64, Trans ID 3, automatic:
00:00:05 remaining

Traceroute at 2009-05-18 12:20:10 explore to ffff.ffff.ffff,
TTL 64, Trans ID 4, Timeout auto, Reply Filter Default:

Hop Hostname/Last Ingr/Egr MAC/name Relay
----------------- ------------------------ -------- ---------------------- -----
1 abc Ingress 0015.0000.323f [Ok] FDB

0000-0001.0203.0400 Gi0/0/0/0.1
2 abc Egress 0015.0000.323e [Ok] FDB

abc Te0/1/0/0.1
3 0002-0016.eeee.1234 Ingress 0016.eeee.1234 [Ok] FDB

abc Te0/4.23
4 0000-0016.eeee.4321 Egress 0016.eeee.4321 [Ok] FDB

0002-0016.eeee.1234 Gi1/2.23
5 rtr Ingress 0015.0000.f123 [Ok] FDB

0002-00.16.eeee.4321 Gi0/0/0/0
2 abc Egress 0015.0000.323d [Ok] FDB

abc Te0/1/0/1.1
3 pe2 Ingress 0017.0000.cf01 [Ok] FDB

abc Te0/0/2/0/1.450
4 pe2 Egress 0017.0000.cf01 [Ok] Drop

pe2 Gi0/0/0/0.451
4 pe2 Egress 0017.0000.cf01 [Ok] FDB

pe2 Gi0/0/0/1.452
5 ce2 Ingress 0015.0000.8830 [Ok] FDB

pe2 Gi0/1/0/0
Replies dropped: 0

表 21：show ethernet cfm traceroute-cache のフィールドの説明

説明フィールド

tracerouteの開始日時です。Traceroute at

宛先MACアドレスです。to

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

408 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
show ethernet cfm traceroute-cache



説明フィールド

（探索 traceroute）探索 tracerouteの宛先のMAC
アドレスです。

explore to

traceroute動作に使用される初期存続可能時間で
す。

TTL

Transaction IDTrans ID

（探索 traceroute）タイムアウトが設定されてい
ない場合、「Timeout auto」が表示されます。

Timeout

（探索 traceroute）フィルタのタイプです。Reply Filter

tracerouteが自動的にトリガーされたことを示し
ます（たとえば、損失しきい値を超えるピア

MEPの結果として、または Continuity-Check
Auto-tracerouteが設定されている場合）。

automatic

tracerouteが進行中の場合、完了するまでの残り
時間です。

00:00:00 remaining

tracerouteは完了しましたが、応答が受信されま
せんでした。

No replies received

ドロップされた応答の数です。Replies dropped

標準 tracerouteに対して FDBのみが設定された
ことを示します。

FDB only

送信元MEPと応答を送信したメンテナンスポ
イントとの間のホップの数です。

（探索 traceroute）応答のツリーがわかるよう
に、ホップが増えるにつれて、表示は余分な文

字によってインデントされます。

Hop

最初の行は、応答を送信したメンテナンスポイ

ントのホスト名です。

2行目は、パス内の前のメンテナンスポイント
のホスト名です。

ホスト名のいずれかが不明の場合は、対応する

出力 IDが代わりに表示されます。

Hostname/Last
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説明フィールド

（探索 traceroute）応答が入力インターフェイス
または出力インターフェイスのどちらのもので

あるかを示します（両方ということはありませ

ん）。

Ingr/Egr

応答に入力インターフェイスに関する情報が含

まれている場合、最初の行に入力インターフェ

イスのMACアドレスと入力アクションが表示
されます。入力インターフェイス名がわかる場

合は、2行目に表示されます。

Ingress MAC/Name

応答に出力インターフェイスに関する情報が含

まれている場合、最初の行に出力インターフェ

イスのMACアドレスと出力アクションが表示
されます。出力インターフェイス名がわかる場

合は、2行目に表示されます。

Egress MAC/Name

（探索 traceroute）応答が送信されたインター
フェイスのMACアドレス、および入力/出力ア
クションが、最初の行に表示されます。応答内

にインターフェイス名が存在する場合は、2行
目に表示されます。

MAC/Name
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説明フィールド

実行されたリレーアクションのタイプ。

標準 tracerouteの場合、可能な値は次のとおり
です。

• Hit：宛先MACアドレスに到達しました。

• FDB：宛先MACアドレスがフィルタリン
グデータベース（スイッチのMACラーニ
ングテーブル）に見つかり、インターフェ

イスを介して送信されます。

• MPDB：宛先MACアドレスがMPデータ
ベース（スイッチの CCM学習データベー
ス）に見つかりました。

また、ターミナルMEPに到達した場合は、
「MEP」が 2行目に表示されます。

探索 tracerouteの場合、可能な値は次のとおり
です。

• Hit：宛先MACアドレスに到達しました。

• FDB：宛先MACアドレスがフィルタリン
グデータベースに見つかり、このインター

フェイスで送信されます。

• Flood：宛先MACアドレスがフィルタリン
グデータベースに見つらず、このインター

フェイスでフラッディングされます。

• Drop：宛先MACアドレスはこのインター
フェイスで送信されません。

Relay

次に、show ethernet cfm traceroute-cache detailコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet cfm traceroute-cache domain bar detail

Traceroutes in domain bar (level 4), service bar
Source: MEP-ID 1, interface GigabitEthernet0/0/0/0
================================================================================
Traceroute at 2009-05-18 12:09:10 to 0001.0203.0402,
TTL 64, Trans ID 2:

Hop Hostname Ingress MAC Egress MAC Relay
--- ------------------------ ---------------------- ---------------------- -----
1 ios 0001.0203.0400 [Down] FDB

Level: 4, version: 0, Transaction ID: 2
TTL: 63, Relay Action: RlyFDB
Forwarded, Terminal MEP not reached
Last egress ID: 0000-0001.0203.0400
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Next egress ID: 0000-0001.0203.0400
Ingress interface:
Action: IngDown, MAC: 0001.0203.0400
ID: Local: Gi0/0/0/0

Hostname: Local: ios, address Not specified

2 abc 0001.0203.0401 [Ok] FDB
Level: 4, version: 0, Transaction ID: 2
TTL: 62, Relay Action: RlyFDB
Forwarded, Terminal MEP not reached
Last egress ID: 0000-0001.0203.0400
Next egress ID: 0000-0001.0203.0401
Egress interface:
Action: EgOk, MAC: 0001.0203.0401
ID: Not present

Hostname: Local: abc, address Not specified

3 bcd 0001.0203.0402 [Ok] Hit
Level: 4, version: 0, Transaction ID: 2
TTL: 61, Relay Action: RlyHit
Not Forwarded, Terminal MEP not reached
Last egress ID: 0000-0001.0203.0401
Next egress ID: Not Forwarded
Ingress interface:
Action: IngOk, MAC: 0001.0203.0402
ID: Local: GigE0/0

Hostname: Local: bcd, address Not specified

Replies dropped: 0

Traceroute at 2009-05-18 12:30:10 explore to ffff.ffff.ffff from 0204.0608.0a0c,
TTL 255, Trans ID 5, Timeout auto, Reply Filter Spanning Tree:

Hop Hostname Ingr/Egr MAC Relay
--- -------------------------------------- -------- ---------------------- -----
1 0000-0015.0000.fffe Ingress 0015.0000.fffe [Ok] FDB

Level: 2, version: 0, Transaction ID: 5
TTL: 254, Relay Action: RlyFDB
Forwarded, Terminal MEP not reached
Next-Hop Timeout: 5 seconds
Delay Model: Logarithmic
Last egress ID: 0000-0002.0002.0002
Next egress ID: 0000-0015.0000.fffe
Ingress interface:
Action: ELRIngOk, MAC: 0015.0000.fffe
ID: Local: Gi0/0/0/0.1

2 0001-0030.0000.fffd Egress 0030.0000.fffd [Ok] Drop
Level: 2, version: 0, Transaction ID: 5
TTL: 253, Relay Action: RlyDrop
Not Forwarded, Terminal MEP not reached
Next-Hop Timeout: 5 seconds
Delay Model: Logarithmic
Last egress ID: 0000-0015.0000.fffe
Next egress ID: 0030-0000.0000.fffd
Egress interface:
Action: ELREgrOk, MAC: 0030.0000.fffd
ID: Local: Gi0/1/0/1.2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

tracerouteキャッシュエントリの最大制限または traceroute
キャッシュエントリを保持する最大時間限度を設定しま

す。

traceroute cache, （471ページ）
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説明コマンド

tracerouteキャッシュの内容を削除します。clear ethernet cfm traceroute-cache, （225
ページ）

イーサネット CFM tracerouteメッセージを送信して基本
を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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show ethernet lmi interfaces
プロトコルステータス、エラー統計情報、およびイベント統計情報を含むインターフェイスの

イーサネットローカル管理インターフェイス（E-LMI）情報を表示するには、EXECコンフィギュ
レーションモードで show ethernet lmi interfacesコマンドを使用します。

show ethernet lmi interfaces [type interface-path-id ][brief | detail]

show ethernet lmi interfaces [brief | detail][location location]

___________________
構文の説明

（任意）E-LMIプロトコルステータス、EVC
とエラーの数、およびCE-VLAN/EVCマップタ
イプに関するサマリー情報を表示します。

brief

（任意）信頼性エラーとプロトコルエラーの

数、およびさまざまなイベントが発生してから

の経過時間とともに、インターフェイス上の

E-LMIの設定状態と動作状態を表示します。サ
ブインターフェイスと EVCステータスに関す
る詳細が含まれます。

detail

（任意）インターフェイスタイプ。詳細につ

いては、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェ

イス。

ルータに現在設定されているすべての

インターフェイスのリストを表示する

には、show interfacesコマンドを使用
します。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オ
ンラインヘルプ機能を使用します。

interface-path-id

（任意）指定されたノードのE-LMI情報を表示
します。 location引数は、rack/slot/moduleの形
式で入力します。

インターフェイスタイプを指定した

場合、場所は指定できません。

（注）

location location
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___________________
コマンドデフォルト 出力には、信頼性エラーとプロトコルエラーの数、およびインターフェイスでプロトコルがイ

ネーブルにされた後、またはカウンタがクリアされた後にさまざまなイベントが発生してからの

経過時間とともに、インターフェイス上の E-LMIの設定状態と動作状態が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

プロトコルエラーが出力に表示された場合、CEデバイスが PEデバイスにパケットを送信してい
ますが、PEはこれらのパケットを認識しません。これは、CE側の E-LMIプロトコルが正しく実
装されていない、または CEと PE間のパス上のパケットが破損していることを示しています。
E-LMIパケットにMEF 16標準で正確に定義された構造があり、そこからの逸脱がプロトコルエ
ラーを発生させます。 PEは、形式が誤っていて、プロトコルエラーを引き起こすパケットには
応答しません。

信頼性エラーカウンタは、メッセージがPEとCEデバイス間で失われていることを示すことがで
きます。出力の最後のブロックのタイマーは、メッセージが PEデバイスによって送受信中であ
ることを示す必要があります。これらの信頼性エラーが発生した場合は、次の対策を検討してく

ださい。

• Status Enq Timeouts：このカウンタが継続的に増加する場合は、CEのポーリングタイマーが
PEの PVT設定よりも大きい値に設定されていることを示します。ステータス問い合わせ
メッセージは、PVTで求められる頻度より低い頻度で送信され、PVTタイムアウトが発生し
ます。 PVTの値（PEで polling-verification-timerコマンドで指定された）は、CEデバイス
のポーリングタイマー値より大きくする必要があります。

• Invalid Sequence Number：PEからのメッセージが CEによって受信されていないことを示し
ます。通信が実行されるためには、CEデバイスの正しいインターフェイスがPEデバイスの
対応するE-LMIインターフェイスに接続されていることを確認します。両方のインターフェ
イスがアップ状態であることを確認します。

• Invalid Report Type：このエラーは、次の状況で発生する可能性があります。

◦プロトコルがステータス更新中に、「E-LMI Check」タイプのステータス問い合わせが
PEによって受信されると、PEは問い合わせを無視してエラーを記録します。
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◦プロトコルがステータス更新中でないときに、「Full Status Continued」タイプのステー
タス問い合わせがPEによって受信されると、PEは問い合わせを無視してエラーを記録
します。

プロトコルがステータス更新中に、「Full Status」タイプのステータス問い合わせがPEによっ
て受信されると、PEはステータス更新を再開しますが、エラーは記録しません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、このコマンドのデフォルト形式の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet lmi interfaces
Interface: GigabitEthernet0/0/0/0
Ether LMI Link Status: Up
UNI Id: PE1-CustA-Slot1-Port0
Line Protocol State: Up
MTU: 1500 (2 PDUs reqd. for full report)
CE-VLAN/EVC Map Type: Bundling (1 EVC)
Configuration: Status counter 4, Polling Verification Timer 15 seconds
Last Data Instance Sent: 1732
Last Sequence Numbers: Sent 128, Received 128

Reliability Errors:
Status Enq Timeouts 19 Invalid Sequence Number 0
Invalid Report Type 0

Protocol Errors:
Malformed PDUs 0 Invalid Protocol Version 0
Invalid Message Type 0 Out of Sequence IE 0
Duplicated IE 0 Mandatory IE Missing 0
Invalid Mandatory IE 0 Invalid non-Mandatory IE 0
Unrecognized IE 0 Unexpected IE 0

Full Status Enq Rcvd 00:00:10 ago Full Status Sent 00:00:10 ago
PDU Rcvd 00:00:00 ago PDU Sent 00:00:00 ago
LMI Link Status Changed 10:00:00 ago Last Protocol Error never
Counters cleared never

表 22：show ethernet lmi interfaces のフィールドの説明

説明フィールド

E-LMIプロトコルを実行するインターフェイス
の名前。

Interface:

インターフェイスのE-LMIプロトコルのステー
タス。値は、Up、Down、またはUnknown(PVT
disabled)です。

Ether LMI Link Status:
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説明フィールド

ethernet uni idコマンドで設定された UNIの名
前。この出力フィールドは UNI IDが設定され
ていない場合は表示されません。

UNI Id:

インターフェイスラインプロトコルのステー

タス。値は、Up、Down、または Admin-Down
です。

Line Protocol State:

インターフェイスの最大伝送単位および 1回の
完全なステータスレポートの送信に必要な、そ

のサイズの E-LMI PDUの数（x）。

MTU (x PDUs reqd for full report)

CEVLANIDが特定のEVCにマッピングされる
方法を示すマップタイプ。 typeの値は、
Bundling、All to One Bundling、または Service
Multiplexing（バンドリングなし）です。マッ
プの EVCの数 xがカッコに囲まれて表示され
ます。

CE-VLAN/EVC Map Type: type (x EVCs)

status-counterコマンドで設定されたMEFN393
ステータスカウンタの値。

Configuration: Status counter

polling-verification-timerコマンドで設定された
MEF T392ポーリング検証タイマーの値（秒単
位）。 PVTがオフの場合は「disabled」と表示
されます。

Polling Verification Timer

データインスタンスの現在値。Last Data Instance Sent:

送信 PDUでレポートされた最後の送信（x）お
よび受信（y）シーケンス番号の値。

Last Sequence Numbers: Sent x, Received y
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説明フィールド

プロトコルがインターフェイスでイネーブルに

された後、またはカウンタがクリアされた後

に、指定されたタイプの信頼性エラーが発生し

た回数。

• Status Enq Timeouts：ポーリング検証タイ
マー（PVT）の期限が切れるたびに増加し
ます。

• Invalid Report Type：レポートタイプがプ
ロトコルの現在の状態に適さない場合に増

加します。 E-LMI標準で定義された 4種
類のレポートタイプがあります。それら

のうち 3つのみが、PEが受信するステー
タス問い合わせメッセージに表示されま

す。それらは、E-LMICheck、Full Status、
および Full Status Continuedです。

• Invalid SequenceNumber：CEからのステー
タス問い合わせの受信シーケンス番号が

PE応答の最後の送信シーケンス番号に一
致しない場合に増加します。 PEからの
メッセージがCEによって受信されていな
いことを示します。 PEは、要求されたレ
ポートタイプで応答し続けます。

可能な処理の詳細については、「使用上のガイ

ドライン」の項を参照してください。

Reliability Errors:

プロトコルがインターフェイスでイネーブルに

された後、またはカウンタがクリアされた後

に、指定されたタイプのプロトコルエラーが発

生した回数。

Protocol Errors:

（Malformed PDUs、Invalid Message Type、
Duplicated IE、その他）

指定されたイベントが最後に発生してから、ま

たはカウンタがクリアされてからの経過時間

（時:分:秒 ago）。プロトコルがインターフェ
イス上でイネーブルにされた後、またはカウン

タがクリアされた後にイベントが発生していな

い場合は、「never」が表示されます。

Full Status Enq Rcvd、PDURcvd、LMI Link Status
Changed、Counters cleared、Full Status Sent、PDU
Sent、および Last Protocol Error。

次に、このコマンドの show ethernet lmi interfaces brief形式の出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet lmi interfaces brief

ELMI LineP # CE-VLAN/
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Interface State State EVCs Errors EVC Map
-------------------------------------------------------------------------------
Gi0/0/0/0 Up Up 3 19 Multiplexing, no bundling
Gi0/0/0/1 Down Admin-down 1 0 All to One Bundling

表 23：show ethernet lmi interfaces brief のフィールドの説明

説明フィールド

E-LMIプロトコルを実行するインターフェイス
の名前。

Interface

E-LMIプロトコルのステータス。ポーリング検
証タイマーがディセーブルの場合、値は Up、
Down、または N/Aです。

ELMI State

インターフェイスラインプロトコルのステー

タス。値は、Up、Down、または Admin-Down
です。

LineP State

CE-VLAN/EVCマップの EVCの総数。# EVCs

プロトコルがインターフェイスでイネーブルに

された後、またはカウンタがクリアされた後に

発生した信頼性エラーとプロトコルエラーの総

数。

Errors

CEVLANIDが特定のEVCにマッピングされる
方法を示すマップタイプ。値は、Bundling、All
to One Bundling、またはMultiplexing, no bundling
です。

CE-VLAN/EVC Map

次に、このコマンドの show ethernet lmi interfaces detail形式の出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router #show ethernet lmi interfaces detail
Interface: GigabitEthernet0/0/0/0
Ether LMI Link Status: Up
UNI Id: PE1-CustA-Slot1-Port0
Line Protocol State: Up
MTU: 1500 (2 PDUs reqd. for full report)
CE-VLAN/EVC Map Type: Bundling (1 EVC)
Configuration: Status counter 4, Polling Verification Timer 15 seconds
Last Data Instance Sent: 1732
Last Sequence Numbers: Sent 128, Received 128

Reliability Errors:
Status Enq Timeouts 19 Invalid Sequence Number 0
Invalid Report Type 0

Protocol Errors:
Malformed PDUs 0 Invalid Protocol Version 0
Invalid Message Type 0 Out of Sequence IE 0
Duplicated IE 0 Mandatory IE Missing 0
Invalid Mandatory IE 0 Invalid non-Mandatory IE 0
Unrecognized IE 0 Unexpected IE 0
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Full Status Enq Rcvd 00:00:10 ago Full Status Sent 00:00:10 ago
PDU Rcvd 00:00:00 ago PDU Sent 00:00:00 ago
LMI Link Status Changed 10:00:00 ago Last Protocol Error never
Counters cleared never

Sub-interface: GigabitEthernet0/0/0/0.1
VLANs: 1,10,20-30, default, untagged/priority tagged
EVC Status: New, Partially Active
EVC Type: Multipoint-to-Multipoint
OAM Protocol: CFM
CFM Domain: Global (level 5)
CFM Service: CustomerA

Remote UNI Count: Configured = 2, Active = 1

Remote UNI Id Status
------------- ------
PE2-CustA-Slot2-Port2 Up
PE2-CustA-Slot3-Port3 Unreachable

表 24：show ethernet lmi interfaces detail のフィールドの説明

説明フィールド

E-LMIプロトコルを実行するインターフェイス
の名前。

Interface:

インターフェイスのE-LMIプロトコルのステー
タス。値は、Up、Down、またはUnknown(PVT
disabled)です。

Ether LMI Link Status:

ethernet uni idコマンドで設定された UNIの名
前。この出力フィールドは UNI IDが設定され
ていない場合は表示されません。

UNI Id:

インターフェイスラインプロトコルのステー

タス。値は、Up、Down、または Admin-Down
です。

Line Protocol State:

インターフェイスの最大伝送単位および 1回の
完全なステータスレポートの送信に必要な、そ

のサイズの E-LMI PDUの数（x）。

MTU (x PDUs reqd for full report)

CEVLANIDが特定のEVCにマッピングされる
方法を示すマップタイプ。 typeの値は、
Bundling、All to One Bundling、または Service
Multiplexing（バンドリングなし）です。マッ
プの EVCの数 xがカッコに囲まれて表示され
ます。

CE-VLAN/EVC Map Type: type (x EVCs)

status-counterコマンドで設定されたMEFN393
ステータスカウンタの値。

Configuration: Status counter
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説明フィールド

polling-verification-timerコマンドで設定された
MEF T392ポーリング検証タイマーの値（秒単
位）。 PVTがオフの場合は「disabled」と表示
されます。

Polling Verification Timer

データインスタンスの現在値。Last Data Instance Sent:

送信 PDUでレポートされた最後の送信（x）お
よび受信（y）シーケンス番号の値。

Last Sequence Numbers: Sent x, Received y

プロトコルがインターフェイスでイネーブルに

された後、またはカウンタがクリアされた後

に、指定されたタイプの信頼性エラーが発生し

た回数。

Reliability Errors:

（Status Enq Timeouts、Invalid Report Type、お
よび Invalid Sequence Number）

プロトコルがインターフェイスでイネーブルに

された後、またはカウンタがクリアされた後

に、指定されたタイプのプロトコルエラーが発

生した回数。

Protocol Errors:

（Malformed PDUs、Invalid Message Type、
Duplicated IE、その他）

指定されたイベントが最後に発生してから、ま

たはカウンタがクリアされてからの経過時間

（時:分:秒 ago）。プロトコルがインターフェ
イス上でイネーブルにされた後、またはカウン

タがクリアされた後にイベントが発生していな

い場合は、「never」が表示されます。

Full Status Enq Rcvd、PDURcvd、LMI Link Status
Changed、Counters cleared、Full Status Sent、PDU
Sent、および Last Protocol Error。

EVCに対応するサブインターフェイスの名前。Subinterface:
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説明フィールド

EFPカプセル化に対応するインターフェイスの
VLANトラフィック。次の値があります。

• Numbers of the matching VLAN IDs

Q-in-Qカプセル化が設定されて
いる場合は、外部タグだけが表

示されます。

（注）

• default：デフォルトのタギングが設定され
ているか、カプセル化で「いずれとも」一

致するように指定されていることを示しま

す。

• none：設定されたカプセル化の一致がイン
ターフェイスで発生していません。

• untagged/priority：トラフィックがタグなし
であるか、プライオリティタグがありま

す。

VLANの出力の上部に「EVC omitted
from Full Status due to encapsulation
conflict」というメッセージが表示さ
れた場合は、設定ミスがあり、2つ以
上の EFPでカプセル化が競合してい
ます。

（注）

VLAN：

EVCの状態。次の値があります。

• Active：E-LMIはこの EVCに対して動作
しています。

• Inactive：リモート UNIのすべてが到達不
能であるか、またはダウンしています。

• New：EVCはまだCEデバイスに報告され
ていません。

• Not yet known：E-LMIは、CFMからのス
テータスの受信を引き続き待機していま

す。この状態が数秒以上続くことはあり

ません。

• Partially Active：1つ以上のリモート UNI
が到達不能であるか、またはダウンしてい

ます。

EVC Status:
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説明フィールド

EVCのタイプ。次の値があります。
「Point-to-Point」、「Multipoint-to-Multipoint」、
および「EVC type not yet known」。

EVC Type:

EVCのステータスとタイプが取得される OAM
プロトコル。値は、「CFM」または「None」
です。

OAM Protocol:

この EVCの CFMドメインの名前。CFM Domain:

この EVCの CFMサービスの名前。CFM Service:

EVC内の設定されたまたは予想されるリモート
UNIの数（x）、およびアクティブなリモート
UNIの数（y）。

Remote UNI Count: Configured = x, Active = y

設定されたリモートUNIとアクティブなリモー
トUNIの両方を含む（これらの2つのセットが
同じでない）各リモート UNIの ID。設定され
たリモート UNIおよびアクティブなリモート
UNIの数がゼロの場合、テーブルは表示されま
せん。

ethernet uni idコマンドを使用してリ
モートUNIの IDが設定されていない
場合は、たとえば、「<Remote UNI
Reference Id: x>」のように、CFMリ
モートMEP IDが表示されます。

（注）

Remote UNI Id:

各リモートUNIのステータス。次の値がありま
す。「Up」、「Down」、「Admin Down」、
「Unreachable」（設定されたリモートUNIがア
クティブでないか、欠落しています）、または

「Unknown」（リモートUNIはアクティブです
が、ステータスをレポートしていません）。

Status

___________________
関連コマンド 説明コマンド

1つまたはすべてのインターフェイスのイーサネット
LMI統計情報をクリアします。

clear ethernet lmi interfaces, （227ページ）
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show ethernet oam configuration
インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM設定を表示するには、EXECモードで
show ethernet oam configurationコマンドを使用します。

show ethernet oam configuration [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合は、すべてのイーサネット OAMインターフェイスの設定が表示さ

れます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、すべてのインターフェイスまたは指定したインターフェイスのイーサネット

OAM設定情報を表示します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、特定のインターフェイスのイーサネット OAM設定情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam configuration interface gigabitethernet 0/4/0/0
Thu Aug 5 21:54:34.050 DST
GigabitEthernet0/4/0/0:
Hello interval: 1s
Link monitoring enabled: Y
Remote loopback enabled: N
Mib retrieval enabled: N
Uni-directional link-fault detection enabled: N
Configured mode: Active
Connection timeout: 5
Symbol period window: 0
Symbol period low threshold: 1
Symbol period high threshold: None
Frame window: 1000
Frame low threshold: 1
Frame high threshold: None
Frame period window: 1000
Frame period low threshold: 1
Frame period high threshold: None
Frame seconds window: 60000
Frame seconds low threshold: 1
Frame seconds high threshold: None
High threshold action: None
Link fault action: Log
Dying gasp action: Log
Critical event action: Log
Discovery timeout action: Log
Capabilities conflict action: Log
Wiring conflict action: Error-Disable
Session up action: Log
Session down action: Log
Remote loopback action: Log
Require remote mode: Ignore
Require remote MIB retrieval: N
Require remote loopback support: N
Require remote link monitoring: N

次に、すべての EOAMインターフェイスの設定情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam configuration
Thu Aug 5 22:07:06.870 DST
GigabitEthernet0/4/0/0:
Hello interval: 1s
Link monitoring enabled: Y
Remote loopback enabled: N
Mib retrieval enabled: N
Uni-directional link-fault detection enabled: N
Configured mode: Active
Connection timeout: 5
Symbol period window: 0
Symbol period low threshold: 1
Symbol period high threshold: None
Frame window: 1000
Frame low threshold: 1
Frame high threshold: None
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Frame period window: 1000
Frame period low threshold: 1
Frame period high threshold: None
Frame seconds window: 60000
Frame seconds low threshold: 1
Frame seconds high threshold: None
High threshold action: None
Link fault action: Log
Dying gasp action: Log
Critical event action: Log
Discovery timeout action: Log
Capabilities conflict action: Log
Wiring conflict action: Error-Disable
Session up action: Log
Session down action: Log
Remote loopback action: Log
Require remote mode: Ignore
Require remote MIB retrieval: N
Require remote loopback support: N
Require remote link monitoring: N

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイス上でイーサネット OAMセッション
に現在設定されている OAM情報を表示します。

show ethernet oam discovery, （427ページ）

インターフェイスのローカルおよびリモートイーサ

ネット OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ページ）
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show ethernet oam discovery
インターフェイス上でイーサネットOAMセッションに現在設定されているOAM情報を表示する
には、EXECモードで show ethernet oam discoveryコマンドを使用します。

show ethernet oam discovery [brief| interface type interface-path-id [remote]]

___________________
構文の説明

最小限の、現在設定されている OAM情報を表形式で表示します。brief

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）コマンドがリモートデバイス上で実行されたものとして、リモー

トデバイスから情報を取得して表示します。

remote

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイス上のイーサネット OAMセッションについて詳細情報を表示します。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 427

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
show ethernet oam discovery



___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、すべてのインターフェイス上のイーサネット OAMセッションについて、最小限の、現在

設定されている OAM情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam discovery brief

Sat Jul 4 13:52:42.949 PST
Flags:

L - Link Monitoring support
M - MIB Retrieval support
R - Remote Loopback support
U - Unidirectional detection support
* - data is unavailable

Local Remote Remote
Interface MAC Address Vendor Mode Capability
---------------------- -------------- ------ ------- ----------
Gi0/1/5/1 0010.94fd.2bfa 00000A Active L
Gi0/1/5/2 0020.95fd.3bfa 00000B Active M
Gi0/1/6/1 0030.96fd.6bfa 00000C Passive L R
Fa0/1/3/1 0080.09ff.e4a0 00000C Active L R

次に、特定のインターフェイス上のイーサネット OAMセッションについて、詳細な、現在設定
されている OAM情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam discovery interface gigabitethernet 0/1/5/1

Sat Jul 4 13:56:49.967 PST
GigabitEthernet0/1/5/1:
Local client
------------
Administrative configuration:
PDU revision: 1
Mode: Active
Unidirectional support: N
Link monitor support: Y
Remote loopback support: N
MIB retrieval support: N
Maximum PDU size: 1500
Mis-wiring detection key: 5E9D

Operational status:
Port status: Active send
Loopback status: None
Interface mis-wired: N

Remote client
-------------
MAC address: 0030.96fd.6bfa
Vendor (OUI): 00.00.0C (Cisco)

Administrative configuration:
PDU revision: 5
Mode: Passive
Unidirectional support: N
Link monitor support: Y
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Remote loopback support: Y
MIB retrieval support: N
Maximum PDU size: 1500

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネッ

ト OAM設定を表示します。
showethernet oamconfiguration, （424ページ）

インターフェイスのローカルおよびリモートイーサ

ネット OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ページ）
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show ethernet oam interfaces
イーサネットOAMインターフェイスの現在の状態を表示するには、EXECモードで showethernet
oam interfacesコマンドを使用します。

show ethernet oam interfaces [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合、すべてのイーサネット OAMインターフェイスの現在の状態が表

示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、すべてのイーサネット OAMインターフェイスの現在の状態を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam interfaces
GigabitEthernet0/0/0/0
In REMOTE_OK state
Local MWD key: 80081234
Remote MWD key: 8F08ABCC
EFD triggered: Yes (link-fault)
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表 25：show ethernet oam interfaces のフィールドの説明

説明フィールド

可能性がある検出ステート typeの値は次のとお
りです。

• ACTIVE_SEND_LOCAL：インターフェイ
スがアクティブモード（デフォルト）で

設定されていますが、情報 PDUはピアか
ら受信されませんでした（可能性があるリ

ンク障害 PDUを除く）。情報 PDUが送
信されます。

• FAULT：ローカル単方向リンク障害が検
出されました。 Link：障害 PDUが送信さ
れます。

• INACTIVE：インターフェイスがダウン状
態です。

• PASSIVE_WAIT：インターフェイスがパッ
シブモード（modepassiveコマンド）で設
定されていますが、情報 PDUはピアから
受信されませんでした（可能性があるリン

ク障害PDUを除く）。PDUは送信されま
せん。

• REMOTE：（別名
SEND_LOCAL_REMOTE）。情報 PDUが
送受信されていますが、ローカルデバイ

スにとってリモートピアの機能が適切で

はありません（たとえば、

「require-remote」設定があり、ピアに必要
な機能がないため）。

• REMOTE_OK：（別名
SEND_LOCAL_REMOTE_OK）。情報PDU
が送受信されており、ローカルデバイス

にとってピアの機能は適切ですが、リモー

トピアにとってローカルデバイスの機能

が適切ではありません（たとえば、

「require-remote」設定がピアデバイスに
あるため）。

• SEND_ANY：検出プロセスは完了し、両
方のデバイスにとって設定が適切であり、

セッションがアップ状態です。すべての

タイプの PDUを送受信できます。

In type state
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説明フィールド

イーサネット障害検出（EFD）イベントがイン
ターフェイスで発生したかどうか、およびイン

ターフェイスがラインプロトコルのダウン状態

に移行するのをトリガーした障害のタイプを示

します。可能性がある EFDトリガーイベント
は次のとおりです。

• capabilities-conflict

• discovery-timeout

• link-fault

• session-down

• wiring-conflict

EFD triggered

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネットOAM
設定を表示します。

show ethernet oam configuration, （424
ページ）

インターフェイス上でイーサネットOAMセッションに現
在設定されている OAM情報を表示します。

show ethernet oam discovery, （427ペー
ジ）

インターフェイスのローカルおよびリモートイーサネッ

ト OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ペー
ジ）
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show ethernet oam statistics
インターフェイスのローカルおよびリモートイーサネットOAM統計情報を表示するには、EXEC
モードで show ethernet oam statisticsコマンドを使用します。

show ethernet oam statistics [interface type interface-path-id [remote]]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示します。

詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）コマンドがリモートデバイス上で実行されたものとして、リモート

デバイスから情報を取得して表示します。

remote

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合、すべてのイーサネット OAMインターフェイスの統計情報が表示

されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、特定のインターフェイスのイーサネット OAM統計情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet oam statistics interface gigabitethernet 0/1/5/1

Sat Jul 4 14:34:52.320 PST
GigabitEthernet0/1/5/1:
Counters
--------

Information OAMPDU Tx 161177
Information OAMPDU Rx 151178
Unique Event Notification OAMPDU Tx 0
Unique Event Notification OAMPDU Rx 0
Duplicate Event Notification OAMPDU Tx 0
Duplicate Event Notification OAMPDU Rx 0
Loopback Control OAMPDU Tx 0
Loopback Control OAMPDU Rx 0
Variable Request OAMPDU Tx 0
Variable Request OAMPDU Rx 0
Variable Response OAMPDU Tx 0
Variable Response OAMPDU Rx 0
Organization Specific OAMPDU Tx 0
Organization Specific OAMPDU Rx 0
Unsupported OAMPDU Tx 45
Unsupported OAMPDU Rx 0
Frames Lost due to OAM 23
Fixed frames Rx 1

Local event logs
----------------

Errored Symbol Period records 0
Errored Frame records 0
Errored Frame Period records 0
Errored Frame Second records 0

Remote event logs
-----------------

Errored Symbol Period records 0
Errored Frame records 0
Errored Frame Period records 0
Errored Frame Second records 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスの現在のアクティブなイーサネッ

ト OAM設定を表示します。
show ethernet oam configuration, （424ペー
ジ）

インターフェイス上でイーサネットOAMセッション
に現在設定されている OAM情報を表示します。

show ethernet oam discovery, （427ページ）

show ethernet oam interfaces, （430ページ）
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show ethernet sla configuration-errors
設定済みイーサネットサービスレベル契約（SLA）動作のアクティブ化を妨げているエラーと、
発生した警告に関する情報を表示するには、EXECモードで show ethernet sla configuration-errors
コマンドを使用します。

show ethernet sla configuration-errors [domain domain-name] [interface type interface-path-id] [profile
profile-name]

___________________
構文の説明

指定したドメインに関する情報を表示します。domain-nameは、SLA動
作が設定されたドメインを識別する最大 80文字の文字列です。

domain domain-name

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示しま

す。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）指定したプロファイル名に関する情報を表示します。profile profile-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、設定済みSLA動作のアクティブ化を妨げているエラーに関する情報を表示する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla configuration-errors

Errors:
-------
Profile 'gold' is not defined but is used on Gi0/0/0/0.0
Profile 'red' defines a test-pattern, which is not supported by the type
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show ethernet sla operations
設定済みイーサネットサービスレベル契約（SLA）動作に関する情報を表示するには、EXEC
モードで show ethernet sla operationsコマンドを使用します。

show ethernet sla operations [detail] [domain domain-name] [interface type interface-path-id] [on-demand
{all| id}| profile {profile-name| all}]

___________________
構文の説明

（任意）詳細情報を表示します。detail

（任意）指定したドメインに関する情報を表示します。domain-name
は、SLA動作が設定されたドメインを識別する最大 80文字の文字列で
す。

domain domain-name

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示しま

す。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface type

指定されたインターフェイスの情報を表示します。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）すべてのオンデマンド動作に関する情報を表示します。on-demand all

（任意）指定したオンデマンド操作に関する情報を表示します。idは
動作の数です。

on-demand id

（任意）指定したプロファイル名に関する情報を表示します。profile profile-name

（任意）すべてのプロファイルに関する情報を表示します。profile all

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

on-demand {all | id}および profile allキーワードオプション
が追加されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、設定済み SLA動作に関する情報の概要を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla operations

Profile Instance
-------------------- ----------------------------------------------------------
business-gold Gi0/0/0/0, dom mydom, to 00ab.cdef.1234
business-gold Gi0/0/0/0, dom mydom, to MEP-ID 2

次に、設定済み SLA動作に関する情報の詳細を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla operations detail

Source: Interface GigabitEthernet0/0/0/0, Domain mydom
Destination: Target MAC Address 00ab.cdef.1234
================================================================================
Profile 'business-gold'
Probe type 'cfm-delay-measurement':

burst sent every 1min, each of 20 packets sent every 100ms
Measures RT Delay: 5 bins; 1 buckets/probe; 75 of 100 archived
Measures RT Jitter (interval 1): no aggregation; 5 probes/bucket; 10 of 10 archived
Scheduled to run every 5min first at 00:02:00 UTC for 2min (2 bursts)

last run at 07:32:00 PST Tue 19 January 2010

Source: Interface GigabitEthernet0/0/0/0, Domain mydom
Destination: Target MEP-ID 2
================================================================================
Profile 'business-gold'
Probe type 'cfm-delay-measurement':

burst sent every 1min, each of 20 packets sent every 100ms
Measures RT Delay: 5 bins; 1 buckets/probe; 75 of 100 archived
Measures RT Jitter (interval 1): no aggregation; 5 probes/bucket; 10 of 10 archived
Scheduled to run every 5min first at 00:02:00 UTC for 2min (2 bursts)
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last run at 07:32:00 PST Tue 19 January 2010

次に、オンデマンド SLA動作に関する情報の詳細を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla operations detail on-demand

Source: Interface GigabitEthernet0/0/0/0.0, Domain mydom
Destination: Target MAC Address 00ab.cdef.1234
=============================================================================
On-demand operation ID #6
Probe type 'cfm-loopback':

burst sent every 10s, each of 10 packets sent every 1s
packets padded to 1024 bytes with pattern 0xabcd56ef
packets use priority value of 3

Measures RT Delay: no aggregation; 1 buckets/probe; 1 of 100 archived
Started at 12:01:49 GMT Tue 02 March 2010, runs every 1hr for 1hr (360 bursts)

repeats 10 times, ends at 22:01:49 GMT Tue 02 March 2010

次に、特定のインターフェイスの設定済み SLA動作とオンデマンド SLA動作に関する情報を表
示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla operations interface gigabitethernet 0/0/0/0.0
detail

Interface GigabitEthernet 0/0/0/0.0
Domain mydom Service myser to 00AB.CDEF.1234
-----------------------------------------------------------------------------
Profile 'business-gold'
Probe type CFM-delay-measurement:

bursts sent every 1min, each of 20 packets sent every 100ms
packets padded to 1500 bytes with zeroes
packets use priority value of 7

Measures RTT: 5 bins 20ms wide; 2 buckets/ probe; 75/100 archived
Measures Jitter (interval 1): 3 bins 40ms wide; 2 buckets/probe; 50 archived
Scheduled to run every Sunday at 4am for 2 hours:

last run at 04:00 25/05/2008
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show ethernet sla statistics
プローブによって収集されたイーサネットサービスレベル契約（SLA）メトリックを含むバケッ
トの内容を表示するには、EXECモードで show ethernet sla statisticsコマンドを使用します。

show ethernet sla statistics [current| history] [detail] [domain domain-name] [interface type
interface-path-id] [on-demand {all| id}| profile {profile-name| all}] [statistic stat-type]

___________________
構文の説明

（任意）現在満たされているすべてのバケットの内容を表示します。current

（任意）すべての完全なバケットの内容を表示します。history

（任意）バケットの詳細内容を表示します。detail

（任意）指定したドメインのバケットの内容を表示します。domain-name
は、SLA動作が設定されたドメインを識別する最大80文字の文字列です。

domain domain-name

（任意）指定したインターフェイスタイプのバケットの内容を表示しま

す。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
interface type

指定したインターフェイスのバケットの内容を表示します。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）すべてのオンデマンド動作のバケットの内容を表示します。on-demand all

（任意）指定したオンデマンド動作のバケットの内容を表示します。idは
動作の数です。

on-demand id

（任意）指定したプロファイル名のバケットの内容を表示します。profile profile-name

（任意）すべてのプロファイルのバケットの内容を表示します。profile all
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（任意）指定したタイプの統計情報だけを表示します。次の値が有効で

す。

• one-way-delay-ds：単一方向（宛先から送信元）遅延のみを表示しま
す。

• one-way-delay-sd：単一方向（送信元から宛先）遅延のみを表示しま
す。

• one-way-jitter-ds：単一方向（宛先から送信元）ジッターのみを表示
します。

• one-way-jitter-sd：単一方向（送信元から宛先）ジッターのみを表示
します。

• round-trip-delay：ラウンドトリップ遅延のみを表示します。

• round-trip-jitter：ラウンドトリップジッターのみを表示します。

• one-way-loss-ds：単一方向（宛先から送信元）損失のみを表示します。

• one-way-loss-sd：単一方向（送信元から宛先）損失のみを表示します。

statistic stat-type

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

• one-way-delay-ds、one-way-delay-sd、one-way-jitter-ds、および
one-way-jitter-sd統計情報タイプキーワードが追加されました。

• on-demand allおよび on-demand idキーワードオプションと引数
が追加されました。

• detailキーワードを使用した場合に、最後の最大/最小統計情報がい
つ発生したかを示すために、「occurred at」フィールドが表示出力
に追加されました。

リリース 4.0.0

one-way-loss-ds、one-way-loss-sd統計情報タイプキーワードが追加され
ました。

リリース 4.3.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バケットの説明については、buckets sizeコマンドの使用上のガイドラインを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次の例では、プローブによって収集されたSLAメトリックを含むバケットの現在の内容の概要を

表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla statistics

Source: Interface GigabitEthernet0/0/0/0, Domain mydom
Destination: Target MEP-ID 2
================================================================================
Profile 'business-gold', packet type 'cfm-delay-measurement'
Scheduled to run every 5min first at 00:02:00 UTC for 2min

Round Trip Delay
~~~~~~~~~~~~~~~
1 buckets per probe

Bucket started at 07:47:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: 0.24ms; Max: 0.49ms; Mean: 0.34ms; StdDev: 0.05ms

Bucket started at 07:52:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: 0.24ms; Max: 0.69ms; Mean: 0.34ms; StdDev: 0.12ms

Round Trip Jitter
~~~~~~~~~~~~~~~~
1 buckets per probe

Bucket started at 07:47:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: -0.25ms; Max: 0.13ms; Mean: -0.01ms; StdDev: 0.08ms

Bucket started at 07:52:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: -0.38ms; Max: 0.38ms; Mean: -0.02ms; StdDev: 0.14ms

次の例では、プローブによって収集されたSLAメトリックを含むバケットの現在の内容の詳細を
表示する方法を示します。
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この例では、ラウンドトリップ遅延測定が集約ありで設定されている（したがって、ビンが表

示されます）のに対し、ラウンドトリップジッター測定は集約なしで設定されています（し

たがって、個々のサンプルが表示されます）。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla statistics detail
Source: Interface GigabitEthernet0/0/0/0, Domain mydom
Destination: Target MEP-ID 2
================================================================================
Profile 'business-gold', packet type 'cfm-delay-measurement'
Scheduled to run every 5min first at 00:02:00 UTC for 2min

Round Trip Delay
~~~~~~~~~~~~~~~
1 buckets per probe

Bucket started at 07:47:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: 0.24ms, occurred at 07:47:29 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Max: 0.49ms, occurred at 07:48:04 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Mean: 0.34ms; StdDev: 0.05ms

Bins:
Range Samples Cum. Count Mean
----------- ----------- ----------- -----
0 to 20 ms 20 (100.0%) 20 (100.0%) 0.34ms
20 to 40 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
40 to 60 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
60 to 80 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
> 80 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -

Bucket started at 07:52:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: 0.24ms, occurred at 07:53:10 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Max: 0.69ms, occurred at 07:53:42 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Mean: 0.34ms; StdDev: 0.12ms

Bins:
Range Samples Cum. Count Mean
----------- ----------- ----------- -----
0 to 20 ms 20 (100.0%) 20 (100.0%) 0.34ms
20 to 40 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
40 to 60 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
60 to 80 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -
> 80 ms 0 (0.0%) 20 (100.0%) -

Round Trip Jitter
~~~~~~~~~~~~~~~~
1 buckets per probe

Bucket started at 07:47:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: -0.25ms, occurred at 07:47:53 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Max: 0.13ms, occurred at 07:48:11 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Mean: -0.01ms; StdDev: 0.08ms

Samples:
Time sent Result Notes
---------- ------ ----------
07:47:00.0 ...
07:47:00.1 -0.12ms
07:47:00.2 0.06ms
07:47:00.3 0.00ms
07:47:00.4 -0.06ms
07:47:00.5 0.00ms
07:47:00.6 0.00ms
07:47:00.7 0.00ms
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07:47:00.8 0.06ms
07:47:00.9 0.00ms
07:48:00.0 0.11ms
07:48:00.1 -0.25ms
07:48:00.2 0.13ms
07:48:00.3 0.00ms
07:48:00.4 -0.06ms
07:48:00.5 0.00ms
07:48:00.6 0.06ms
07:48:00.7 -0.06ms
07:48:00.8 0.00ms
07:48:00.9 0.00ms

Bucket started at 07:52:00 PST Tue 19 January 2010 lasting 2min
Pkts sent: 20; Lost: 0 (0.0%); Corrupt: 0 (0.0%); Misordered: 0 (0.0%)
Min: -0.38ms, occurred at 07:52:13 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Max: 0.38ms, occurred at 07:53:26 on Tue 19 Jan 2010 UTC
Mean: -0.02ms; StdDev: 0.14ms

Samples:
Time sent Result Notes
---------- ------ ----------
07:52:00.0 ...
07:52:00.1 -0.38ms
07:52:00.2 0.00ms
07:52:00.3 -0.05ms
07:52:00.4 0.00ms
07:52:00.5 0.05ms
07:52:00.6 0.00ms
07:52:00.7 0.00ms
07:52:00.8 0.00ms
07:52:00.9 0.00ms
07:53:00.0 0.38ms
07:53:00.1 -0.32ms
07:53:00.2 0.00ms
07:53:00.3 -0.13ms
07:53:00.4 0.06ms
07:53:00.5 0.00ms
07:53:00.6 0.00ms
07:53:00.7 0.00ms
07:53:00.8 0.06ms
07:53:00.9 0.00ms

次の例では、特定のインターフェイスのプローブによって収集された SLAメトリックを含むバ
ケットの現在の内容を表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla statistics current interface GigabitEthernet
0/0/0/0.0

Interface GigabitEthernet 0/0/0/0.0
Domain mydom Service myser to 00AB.CDEF.1234
=============================================================================
Profile 'business-gold', packet type 'cfm-superpacket'
Scheduled to run every Sunday at 4am for 2 hours

Round Trip Delay
~~~~~~~~~~~~~~~~
2 buckets per probe

Bucket started at 04:00 Sun 17 Feb 2008 lasting 1 hour:
Pkts sent: 2342; Lost 2 (0%); Corrupt: 0 (0%); Misordered: 0 (0%)
Min: 13ms; Max: 154ms; Mean: 28ms; StdDev: 11ms

Round Trip Jitter
~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 buckets per probe

Bucket started at 04:00 Sun 17 Feb 2008 lasting 1 hour:
Pkts sent: 2342; Lost: 2 (0%); Corrupt: 0 (0%); Misordered: 0 (0%)
Min: -5ms; Max: 8ms; Mean: 0ms; StdDev: 3.6ms
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次の例では、特定のインターフェイスのプローブによって収集された SLAメトリックを含むバ
ケットの履歴の詳細を表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla history detail GigabitEthernet 0/0/0/0.0

Interface GigabitEthernet 0/0/0/0.0
Domain mydom Service myser to 00AB.CDEF.1234
===============================================================================
Profile 'business-gold', packet type 'cfm-loopback'
Scheduled to run every Sunday at 4am for 2 hours

Round Trip Delay
~~~~~~~~~~~~~~~~
2 buckets per probe

Bucket started at 04:00 Sun 17 Feb 2008 lasting 1 hour:
Pkts sent: 2342; Lost: 2 (0%); Corrupt: 0 (0%); Misordered: 0 (0%)
Min: 13ms, occurred at 04:43:29 on Sun 22 Aug 2010 UTC
Max: 154ms, occurred at 05:10:32 on Sun 22 Aug 2010 UTC
Mean: 28ms; StdDev: 11ms

Results suspect as more than 10 seconds time drift detected
Results suspect as scheduling latency prevented some packets being sent

Samples:
Time sent Result Notes
------------ -------- ----------
04:00:01.324 23ms
04:00:01.425 36ms
04:00:01.525 - Timed Out
...

Round Trip Jitter
~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 buckets per probe

Bucket started at 04:00 Sun 17 Feb 2008, lasting 1 hour:
Pkts sent: 2342; Lost: 2 (0%); Corrupt: 0 (0%); Misordered: 0 (0%)
Min: -5ms, occurred at 04:15:03 on Sun 22 Aug 2010 UTC
Max: 10ms, occurred at 05:29:15 on Sun 22 Aug 2010 UTC
Mean: 0ms; StdDev: 3.6ms

Samples:
Time sent Result Notes
------------ -------- ----------
04:00:01.324 -
04:00:01.425 13ms
04:00:01.525 - Timed out
...

次の例では、オンデマンド動作のすべての完全なバケットの統計情報の詳細を表示する方法を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet sla statistics history detail on-demand

Interface GigabitEthernet0/0/0/0.1
Domain mydom Service myser to 0123.4567.890A
=============================================================================
On-demand operation ID #1, packet type 'cfm-delay-measurement'
Started at 15:38 on 06 July 2010 UTC, runs every 1 hour for 1 hour

Round Trip Delay
~~~~~~~~~~~~~~~~
1 bucket per probe

Bucket started at 15:38 on Tue 06 Jul 2010 UTC, lasting 1 hour:
Pkts sent: 1200; Lost: 4 (0%); Corrupt: 600 (50%); Misordered: 0 (0%)
Min: 13ms, occurred at 15:43:29 on Tue 06 Jul 2010 UTC
Max: 154ms, occurred at 16:15:34 on Tue 06 Jul 2010 UTC

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

446 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
show ethernet sla statistics



Mean: 28ms; StdDev: 11ms

Bins:
Range Samples Cum. Count Mean
------------ ------------ ------------ --------
0 - 20 ms 194 (16%) 194 (16%) 17ms
20 - 40 ms 735 (61%) 929 (77%) 27ms
40 - 60 ms 212 (18%) 1141 (95%) 45ms
> 60 ms 55 (5%) 1196 70ms

Bucket started at 16:38 on Tue 01 Jul 2008 UTC, lasting 1 hour:
Pkts sent: 3600; Lost: 12 (0%); Corrupt: 1800 (50%); Misordered: 0 (0%)
Min: 19ms, occurred at 17:04:08 on Tue 06 Jul 2010 UTC
Max: 70ms, occurred at 16:38:00 on Tue 06 Jul 2010 UTC
Mean: 28ms; StdDev: 11ms

Bins:
Range Samples Cum. Count Mean
------------ ------------ ------------ --------
0 - 20 ms 194 (16%) 194 (16%) 19ms
20 - 40 ms 735 (61%) 929 (77%) 27ms
40 - 60 ms 212 (18%) 1141 (95%) 45ms
> 60 ms 55 (5%) 1196 64ms

次の例では、特定のインターフェイスのプローブによって収集された SLMメトリックを含むバ
ケットの現在の内容を表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routershow ethernet sla statistics current interface GigabitEthernet 0/0/0/0.0

Interface GigabitEthernet0/0/0/0.0
Domain mydom Service myser to 00AB.CDEF.1234
=============================================================================
Profile ‘business-gold’, packet type ‘cfm-synthetic-loss-measurement’

Scheduled to run every day at 11:50 UTC for 10min (10 bursts)
Frame Loss Ratio calculated every 1min

One-Way Frame Loss (Source->Dest)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 probes per bucket

Bucket started at 11:50:00 UTC Fri 01 January 2010 lasting 10min
Pkts sent: 600; Lost: 62 (10.3%); Corrupt: 0 (0.0%);

Misordered: 56 (9.3%); Duplicates: 0 (0.0%)
Min: 1.67%; Max: 21.67%; Mean: 10.05%; StdDev: 2.34%; Overall: 10.03%

Bucket started at 11:50:00 UTC Sat 02 January 2010 lasting 10min
Pkts sent: 600; Lost: 23 (3.8%); Corrupt: 0 (0.0%);

Misordered: 56 (9.3%); Duplicates: 0 (0.0%)
Min: 1.67%; Max: 11.67%; Mean: 3.08%; StdDev: 1.34%; Overall: 3.03%

次の例では、オンデマンド動作のすべての完全なバケットの統計情報の詳細を表示する方法を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:routershow ethernet sla statistics history detail on-demand

Interface GigabitEthernet0/0/0/0.1
Domain mydom Service myser to 0123.4567.890A
=============================================================================
On-demand operation ID #1, packet type ‘cfm-synthetic-loss-measurement’
Started at 15:38 on 01 July 2008, runs every 1 hour for 1 hour
Frame Loss Ratio calculated every 10min

One-Way Frame Loss (Source->Dest)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 probes per bucket

Bucket started at 15:38 on Tue 01 Jul 2008, lasting 1 hour:
Pkts sent: 1200; Lost: 132 (11%); Corrupt: 0 (0%);

Misordered: 129 (10.8%); Duplicate: 0 (0%)
Min: 8.00%, occurred at 15:43:29 on Tue 01 Jul 2008 UTC
Max: 12.12%, occurred at 16:15:34 on Tue 01 Jul 2008 UTC
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Mean: 10.02%; StdDev: 0.98%; Overall: 10.00%

Bins:
Range Count Cum. Count Mean
--------- --------- ---------- -------
0 to– 5% 0 (0%) 0 (0%)
5 to– 10% 2 (33%) 2 (33%) 9.4%
10 to– 15% 4 (67%) 6 (100%) 10.5%
> 15% 0 (0%) 6 (100%)

Bucket started at 16:38 on Tue 01 Jul 2008, lasting 1 hour:
Pkts sent: 1200; Lost: 32 (2.6%); Corrupt: 0 (0%);

Misordered: 129 (10.8%); Duplicate: 0 (0%)
Min: 0.60%, occurred at 16:43:29 on Tue 01 Jul 2008 UTC
Max: 5.12%, occurred at 17:15:34 on Tue 01 Jul 2008 UTC
Mean: 2.02%; StdDev: 0.58%; Overall: 2.00%

Bins:
Range Count Cum. Count Mean
--------- --------- ---------- -------
0 to– 5% 5 (83%) 5 (83%) 1.8%
5 to– 10% 1 (17%) 6 (100%) 5.12%
10 to– 15% 0 (0%) 6 (100%)
> 15% 0 (0%) 6 (100%)

___________________
関連コマンド 説明コマンド

統計情報を収集するバケットサイズを設定します。buckets size, （215ページ）
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show ethernet udld interfaces
単一方向リンク検出プロトコルが設定されたイーサネットインターフェイスを表示するには、

イーサネットインターフェイスコンフィギュレーションモードで show ethernet udld interfaces
コマンドを使用します。

show ethernet udld interfaces {brief}

___________________
構文の説明

イーサネット udldインターフェイスの簡潔なサマリーを表示します。brief

___________________
コマンドデフォルト パラメータを指定しない場合、すべての udldインターフェイスの現在の状態が表示されます。

___________________
コマンドモード イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services

___________________
例 次に、show ethernet udld interfacesコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet udld interfaces

Device ID: 00:0c:cc:cc:01:02
Device name: harpenden2.cisco.com

GigabitEthernet0/1/0/2
Port state: Up
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Main FSM state: Advertisement
Detection FSM state: Bidirectional
Message interval: 60 seconds
Timeout interval: 5 seconds

Neighbor 1
Device ID: 00:0a:0b:0c:cc:cc
Device name: cambridge53.cisco.com
Port ID: Gi0/12
Message interval: 7 seconds
Timeout interval: 4 seconds
Echo 1: 00:0c:cc:cc:01:02, Gi0/1/0/2
Echo 2: 00:0a:0b:0c:dd:dd, GE100

Neighbor 2
Device ID: 00:0a:0b:0c:dd:dd
Device name: cambridge54.cisco.com
Port ID: GE100
Message interval: 7 seconds
Timeout interval: 4 seconds
Echo 1: 00:0c:cc:cc:01:02, Gi0/1/0/2
Echo 2: 00:0a:0b:0c:cc:cc, Gi0/12

次に、briefキーワードを指定した show ethernet udld interfacesコマンドの出力例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet udld interfaces brief

Port State Neighbor Device N’bor port
------------- -------------- ------------------------------- -------------
Gi0/1/0/1 Bidirectional london-xr22.cisco.com Gi3/12/0/24
Gi0/1/0/2 Bidirectional [2 neighbors] -
Gi0/1/0/3 Unknown - -
Gi0/1/0/4 Unidirectional sj-ios25.cisco.com Gi3/5
Te0/12/0/10 Admin Down - -
Te0/12/0/11 N’bor Mismatch long-device.cisco.com LongPortNam>>

表 26：show ethernet udld interfaces のフィールドの説明

ポートが管理上ダウンしていることを示します

（シャットダウンの設定は有効です）。

Admin Down

ポートが UDLD以外の原因でエラーディセー
ブル状態にあるか、またはポートが UDLDに
よってディセーブルにされたが、デーモンが再

起動し、原因を記録しないことを指定します。

Error Disabled

ポートが稼働上ダウンしているが、エラーディ

セーブルでないことを示します。

Down

ポートでUDLDプロトコルがまだ機能していな
いことを示します。

Initializing

ポートが検出フェーズにあり、ピアとの間で

データを同期することを示します。

Detecting

ポートがループバック状態であることが検出さ

れたことを示します。

Loopback

ポートは単方向で、UDLDによってディセーブ
ルにされたことを示します。

Unidirectional
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一致しないネイバーが原因で、ポートがUDLD
によってディセーブルにされたことを示しま

す。

N'bor Mismatch

ポートがいずれのネイバーともアクティブな

UDLDセッションを持たないことが指定されて
います。

No Neighbors

ポートがアップ状態であり、双方向であること

が検出されたことを示します。

Bidirectional

デバイスによってピアにアドバタイズされる ID
を指定します。これはMACアドレスです。

Device ID

ピアに送信されるデバイスの文字列 IDを指定
します。これは、ドットで区切られた、設定済

み IPドメイン（存在する場合）を含むホスト
名の連結です。

Device name

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ステートマシン状態遷移および UDLDインターフェイス
で送受信されるパケットの統計情報を表示します。

show ethernet udld statistics, （452ペー
ジ）
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show ethernet udld statistics
ステートマシン状態遷移およびUDLDプロトコルを実行しているインターフェイスで交換される
パケットの統計情報を表示するには、イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

モードで show ethernet udld statisticsコマンドを使用します。

show ethernet udld statistics[interface type |unaccounted-drops ]

___________________
構文の説明

（任意）指定されたインターフェイスタイプに関する情報を表示しま

す。インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス固有のカ

ウンタだけが表示され、ノードカウンタは表示されません。

interface type

（任意）ノードカウンタのみの情報を表示します。unaccounted-drops

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード イーサネットインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readethernet-services
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___________________
例 次に、show ethernet udld statisticsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ethernet udld statistics interface GigabitEthernet 0/10/0/11

Interface GigabitEthernet0/10/0/11
Counters last cleared: 01:12:11 ago
Main FSM transitions (to each state)
Link up: 1
Detection: 12
Advertize: 12
Port shutdown: 0
UDLD inactive: 0

Detection FSM transitions (to each state)
Unknown: 12
Bidirectional: 12
Unidirectional: 0
Neighbor mismatch: 0
Loopback: 0

Rx packet counts
Probe: 1
Echo: 1819
Flush: 5
Invalid packets (dropped): 154

Tx packet counts
Probe: 1
Echo: 1824
Flush: 0
Unable to send (dropped): 0

Node 0/10/CPU0
Counters last cleared: 01:12:11 ago
Received on ports without UDLD configured
Total packet count: 12
Last port: Gi0/10/0/5

Rx port could not be determined: 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

各インターフェイスの UDLDプロトコルステートのサ
マリーを表示します。

show ethernet udld interfaces, （449ペー
ジ）

インターフェイスのローカルおよびリモートイーサネッ

ト OAM統計情報を表示します。
show ethernet oam statistics, （434ペー
ジ）
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sla operation
メンテナンスエンドポイント（MEP）から特定の宛先への動作インスタンスを作成するには、イ
ンターフェイスCFMMEPコンフィギュレーションモードで sla operationコマンドを使用します。
動作を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

sla operation profile profile-name target {mep-id id|mac-address mac-address}

no sla operation profile profile-name target {mep-id id|mac-address mac-address}

___________________
構文の説明

この動作を割り当てるプロファイルの名前。profile profile-name

宛先MEP ID。指定できる範囲は 1～ 8191です。target mep-id id

標準 16進数表記のMACアドレス（hh:hh:hh:hh:hh:hh）。mac-address mac-address

___________________
コマンドデフォルト 動作は設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイス CFM MEPコンフィギュレーション（config-if-cfm-mep）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

sla operationコマンドは、すべてのイーサネットインターフェイスでサポートされています。

複数の SLA動作インスタンスを各MEPで設定し、異なる宛先を指定し、異なるプロファイルに
割り当てることができます。

存在しないプロファイルに動作が割り当てられると、警告メッセージが発行され、問題のある設

定が、関連する showコマンドの出力に表示されます。

SLA動作の設定を変更することは、動作を削除し、新しい動作を作成することと同等です。動作
のすべてのストレージデータは廃棄されます。
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target mep-idを指定した場合、動作はそのMEPがピアMEPデータベースにある場合にだけ有効
化されます。 show ethernet cfm peer mepsコマンドを使用して、MEPがデータベースに存在する
ことを確認できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、「Profile_1」という名前のプロファイルを使用して、特定のMACアドレスの宛先MEPへ

の SLA動作インスタンスを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm)# mep domain Dm1 service Sv1 mep-id 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-cfm-mep)# sla operation profile Profile_1 target mac-address
01:23:45:67:89:ab

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ピアMEPのメンテナンスエンドポイント（MEP）に
関する情報を表示します。

showethernet cfmpeermeps, （398ページ）
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snmp-server traps ethernet cfm
イーサネット接続障害管理（CFM）のSNMPトラップをイネーブルにするには、グローバルコン
フィギュレーションモードで snmp-server traps ethernet cfmコマンドを使用します。

snmp-server traps ethernet cfm

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト イーサネット OAMイベントトラップはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、イーサネット OAMインターフェイスの SNMPサーバトラップをイネーブルにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router #configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ethernet cfm

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

456 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
snmp-server traps ethernet cfm



snmp-server traps ethernet oam events
イーサネット OAMイベントの SNMPトラップをイネーブルにするには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで snmp-server traps ethernet oam eventsコマンドを使用します。

snmp-server traps ethernet oam events

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト イーサネット OAMイベントトラップはイネーブルではありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

___________________
例 次に、イーサネット OAMインターフェイスの SNMPサーバトラップをイネーブルにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps ethernet oam events
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statistics measure
イーサネットサービスレベル契約（SLA）統計情報の収集をイネーブルにして、SLAプロファイ
ル統計情報コンフィギュレーションモードを開始するには、SLAプロファイルコンフィギュレー
ションモードで statistics measureコマンドを使用します。統計情報の収集をディセーブルにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

statistics measure {one-way-delay-ds| one-way-delay-sd| one-way-jitter-ds| one-way-jitter-sd|
round-trip-delay| round-trip-jitter| one-way-loss-sd| one-way-loss-ds}

no statistics measure {one-way-delay-ds| one-way-delay-sd| one-way-jitter-ds| one-way-jitter-sd|
round-trip-delay| round-trip-jitter| one-way-loss-sd| one-way-loss-ds}

___________________
構文の説明

（CFM遅延測定プロファイルタイプのみ）宛先から送信元への単方向
遅延を測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-delay-ds

（CFM遅延測定プロファイルタイプのみ）送信元から宛先への単方向
遅延を測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-delay-sd

（CFM遅延測定プロファイルタイプのみ）宛先から送信元への単方向
遅延のばらつきを測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-jitter-ds

（CFM遅延測定プロファイルタイプのみ）送信元から宛先への単方向
遅延のばらつきを測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-jitter-sd

（CFM遅延測定および CFMループバックプロファイルタイプのみ）
パケットのラウンドトリップ遅延を測定する統計情報の収集をイネーブ

ルにします。

round-trip-delay

（CFM遅延測定および CFMループバックプロファイルタイプのみ）
パケットのラウンドトリップ遅延のばらつきを測定する統計情報の収集

をイネーブルにします。

round-trip-jitter

（CFM損失測定プロファイルタイプのみ）送信元から宛先への単方向
合成損失を測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-loss-sd

（CFM損失測定プロファイルタイプのみ）宛先から送信元への単方向
合成損失を測定する統計情報の収集をイネーブルにします。

one-way-loss-ds

___________________
コマンドデフォルト 統計情報は収集されません。
___________________
コマンドモード SLAプロファイルコンフィギュレーション（config-sla-prof）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

次のキーワードオプションが追加されました。

• one-way-delay-ds

• one-way-delay-sd

• one-way-jitter-ds

• one-way-jitter-sd

リリース 4.0.0

次のキーワードオプションが追加されました。

• one-way-loss-sd
one-way-loss-ds

リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

統計情報を収集するには、少なくとも 1つの統計情報エントリが各プロファイルに存在する必要
があります。複数のタイプの統計情報を測定するには、このコマンドを 1つのプロファイルで複
数回設定することができます。

単方向遅延および単方向ジッター統計情報は、CFM遅延測定プロファイルタイプのみで利用可能
です（profile（SLA）コマンドで type cfm-delay-measurementキーワードを指定）。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ラウンドトリップ遅延統計情報の収集をイネーブルにし、SLAプロファイル統計情報コン

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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-loopback
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# statistics measure round-trip-delay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-stat-cfg)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネット SLAコンフィギュレーションモードを開始し
ます。

ethernet sla, （272ページ）

SLA動作プロファイルを作成して、SLAプロファイルコン
フィギュレーションモードを開始します。

profile（SLA）, （358ページ）
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status-counter
イーサネットローカル管理インターフェイス（E-LMI）動作ステータスを決定するために使用さ
れるMetro Ethernet Forum（MEF）N393ステータスカウンタ値を設定するには、インターフェイ
スイーサネットLMIコンフィギュレーションモードで status-counterコマンドを使用します。デ
フォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

status-counter threshold

no status-counter threshold

___________________
構文の説明 2～ 10の数字。デフォルトは 4です。threshold

___________________
コマンドデフォルト N393ステータスカウンタは 4に設定されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスイーサネット LMIコンフィギュレーション（config-if-elmi）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

E-LMIプロトコルステータスが現在 Upの場合、ステータスカウンタは、ステータスが Downに
変更される前にPVTが何回連続して期限切れになる必要があるかを指定します。E-LMIステータ
スが現在 Downの場合、ステータスカウンタは、ステータスが Upに変更される前に PVTが期限
切れにならずにいくつのステータス問い合わせメッセージを受信する必要があるかを指定します。

PVTがディセーブルの場合、ステータスカウンタは無効です。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次の例に、E-LMIのMEFステータスカウンタを 6に設定する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet lmi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-elmi)# status-counter 6

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イーサネットインターフェイスを指定または作成し、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（イーサネット）, （127
ページ）

インターフェイス上で E-LMI動作をイネーブルにし、イーサ
ネット LMI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。

ethernet lmi, （264ページ）

プロトコルステータス、エラー統計情報、およびイベント統計

情報を含むインターフェイスの E-LMI情報を表示します。
show ethernet lmi interfaces, （414
ページ）
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symbol-period threshold
イーサネット OAMシンボル期間エラーイベントをトリガーするしきい値を設定するには、イー
サネットOAMリンクモニタコンフィギュレーションモードで symbol-period thresholdコマンド
を使用します。しきい値をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

symbol-period threshold low threshold [high t hreshold]

no symbol-period threshold low threshold [high t hreshold]

___________________
構文の説明

シンボル期間エラーイベントをトリガーする下限しきい値（シンボル単

位）。範囲は 0～ 60000000です。
low threshold

（任意）シンボル期間エラーイベントをトリガーする上限しきい値（シ

ンボル単位）。範囲は 0～ 60000000です。上限しきい値は下限しきい値
とともにのみ設定できます。

high threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの下限しきい値は 1です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

下限しきい値を超えると、シンボル期間エラーイベント通知が生成され、OAMピアに送信され
ます。さらに、登録された上位レベルの OAMプロトコル（接続障害管理（CFM）など）も通知
されます。上限しきい値を超えると、設定された上限しきい値アクションが、下限しきい値アク

ションに加えて実行されます。上限しきい値はオプションです。下限しきい値とともにのみ設定

できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、シンボル期間エラーイベントをトリガーするシンボル期間下限しきい値と上限しきい値を

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# symbol-period threshold low 100 high 6000
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symbol-period window
イーサネット OAMシンボル期間エラーイベントのウィンドウサイズを設定するには、イーサ
ネット OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードまたはインターフェイスイーサネッ
ト OAMリンクモニタコンフィギュレーションモードで symbol-period windowコマンドを使用
します。ウィンドウサイズをデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

symbol-period window window

no symbol-period window window

___________________
構文の説明

シンボル期間エラーのウィンドウサイズ（ミリ秒単位）。範囲は 1000～
60000です。

window

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 1000です。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-eoam-lm）

インターフェイスイーサネットOAMリンクモニタコンフィギュレーション（config-if-eoam-lm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、シンボル期間エラーのウィンドウサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# link-monitor
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam-lm)# symbol-period window 60000
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synthetic loss calculation packets
各フレーム損失率（FLR）の計算に使用されるパケット数を設定するには、イーサネット SLAプ
ロファイルプローブコンフィギュレーションモードで synthetic loss calculation packetsコマンド
を使用します。

synthetic loss calculation packets number

___________________
構文の説明

各 FLRの計算に使用されるパケット数を指定します。範囲は 10～ 12096000で
す。

値はプローブごとのパケット数の約数である必要があります。バース

トが設定されている場合、値はバーストごとのパケット数の倍数であ

る必要があります。

（注）

number

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値はプローブのパケット数です。つまり、プローブごとに 1回の FLR計算が行われま

す。

___________________
コマンドモード SLAプロファイルプローブコンフィギュレーション（config-sla-prof-pb）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

synthetic loss calculation packetsコマンドは、合成損失測定をサポートするパケットタイプにのみ
設定できます。

FLR値は、パケットのブロックごとに計算されます。たとえば、10という値が設定された場
合、最初の FLR値はパケット 0～9に基づいて計算され、2番目の FLR値はパケット 10～19
に基づいて計算され、以下同様に続きます。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、synthetic loss calculation packetsコマンドを使用して FLRの計算に使用されるパケット数を

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet sla
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla)# profile Prof1 type cfm-synthetic-loss-measurement
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof)# probe
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sla-prof-pb)# synthetic loss calculation packets 1250
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tags
CFMドメインサービスのアップMEPから送信される CFMパケット内の外部タグの数を設定す
るには、CFMドメインサービスコンフィギュレーションモードで tagsコマンドを使用します。
CFMパケット内のタグ数をデフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

tags number

no tags number

___________________
構文の説明

アップMEPからのCFMパケット内のタグの数を指定します。現在、有効
値は 1だけです。

number

___________________
コマンドデフォルト 設定されていない場合、CFMパケットは、カプセル化および書き換え設定に従って、カスタマー

データトラフィックと同じ数のタグで送信されます。

___________________
コマンドモード CFMドメインサービスコンフィギュレーション（config-cfm-dmn-svc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用すると、システムで CFMパケットとデータパケットが区別されるように、
アップMEPからのCFMパケット内のタグ数を 1に設定できます。設定しない場合、アップMEP
からの CFMパケットにデータパケットと同じ数のタグが含まれ、その結果、適切なルートに転
送されない可能性があります。

タグは、ブリッジドメインまたは相互接続に関連付けられたサービスにだけ設定できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、CFMドメインサービスのアップMEPからの CFMパケット内のタグの数を設定する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# domain D1 level 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn)# service S2 bridge group BG1 bridge-domain BD2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm-dmn-svc)# tags 1
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traceroute cache
tracerouteキャッシュエントリの最大制限または tracerouteキャッシュエントリを保持する最大時
間限度を設定するには、CFMコンフィギュレーションモードで traceroute cacheコマンドを使用
します。 tracerouteキャッシュをデフォルト値に戻すには、このコマンドのno形式を使用します。

traceroute cache hold-time minutes size entries

no traceroute cache hold-time minutes size entries

___________________
構文の説明

エントリが削除される前にイーサネット CFM tracerouteキャッシュテー
ブルで保持される分単位のタイムアウト値。範囲は 1分以上です。

hold-time minutes

イーサネット CFM tracerouteキャッシュテーブルに格納されるエントリ
の最大数。エントリは、1つの traceroute応答です。範囲は 1～ 5000で
す。

size entries

___________________
コマンドデフォルト hold-time：100

size：100

___________________
コマンドモード CFMコンフィギュレーション（config-cfm）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

traceroute要求を送信するノードごとに個別のキャッシュが管理されます。単一の traceroute要求
へのすべての応答がただちにキャッシュされます。hold-timeは、要求への最後の応答が受信され
たときに開始します。hold-time限度に達すると、その要求に対する応答はすべて削除されます。
各 traceroute応答のサイズは、インターフェイスのMTUによって制限されます。

エントリ（size entries）の最大数を超えると、最も古い要求の応答はすべて削除されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、tracerouteキャッシュの hold-timeと sizeを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet cfm
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-cfm)# traceroute cache hold-time 1 size 3000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CFMコンフィギュレーションモードを開始します。ethernet cfm（グローバル）, （260ページ）

イーサネットCFM tracerouteメッセージを送信して基
本を生成します。

traceroute ethernet cfm, （473ページ）
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traceroute ethernet cfm
イーサネット接続障害管理（CFM）tracerouteメッセージを送信して基本 traceroute、対象 traceroute、
または探索 tracerouteを生成するには、EXECモードで traceroute ethernetコマンドを使用します。

traceroute ethernet cfm domain domain-name service service-name {mac-address target-mac-address|
mep-id target-mep-id| explore [all-ports] [from from-mac-address]} source [mep-id source-mep-id] interface
type interface-path-id [asynchronous] [timeout seconds] [filtering-db-only] [cos cos-no] [ttl ttl] [detail]

___________________
構文の説明

宛先MEPが存在するドメインを識別する最大 80文字のストリング。
（基本 traceroute）

domain domain-name

宛先MEPが属するメンテナンスアソシエーションを識別する最大 80文
字のストリング。（基本 traceroute）

service service-name

宛先MEPの 6バイトのMACアドレスを識別します（16進数 H.H.H表
記）。（対象 traceroute）

mac-address
target-mac-address

宛先メンテナンスエンドポイント（MEP）の ID番号。MEPの ID番号
の範囲は 1～ 8191です。（対象 traceroute）

mep-id target-mepid

（任意）探索 tracerouteを実行するように指定します。explore

（任意）すべてのポートの探索 tracerouteを指定します。all-ports

（任意）特定のMACアドレスで開始する探索 tracerouteを指定します
（16進数 H.H.H表記）。

from from-mac-address

tracerouteの送信元情報を指定します。source

（任意）送信元メンテナンスエンドポイント（MEP）の ID番号。MEP
の ID番号の範囲は 1～ 8191です。

mep-id source-mep-id

送信元インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

interface type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id
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（任意）tracerouteが非同期的に実行されることを指定します。制御はコ
マンドプロンプトに即座に戻され、結果は表示されません。結果は、後

で show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドを使用して表示できます。

asynchronous

（任意）指定されたインターフェイスのタイムアウト値（秒単位）。基

本 tracerouteの場合、タイムアウトは、デフォルトが5秒の固定値です。
探索 tracerouteの場合、値を指定しない限り、対数アルゴリズムが使用さ
れます。

timeout seconds

（任意）リモートメンテナンスポイントの応答がフィルタリングデー

タベースだけに基づくかどうかを設定します。デフォルトはnoで、フィ
ルタリングデータベースとMIP-CCMデータベースの両方を使用しま
す。

filtering-db-onlyオプションは、基本 tracerouteでのみ使用可能
です。（MACアドレスまたはMEPIDを指定した場合）explore
オプションとともに使用することはできません。

（注）

filtering-db-only

（任意）サービスクラス（CoS）値を設定して送信元MEPのトラフィッ
ククラスを識別します。有効値は 0～ 7です。

cos cos-no

tracerouteメッセージの初期存続可能時間（TTL）の値（1～ 255）を指
定します。デフォルトは 64です。

ttl ttl

（任意）tracerouteの出力に詳細が表示されることを指定します。detail

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

デフォルトでは、このコマンドは traceroute動作が完了するまで停止し、結果を表示します。
asynchronousオプションを使用した場合、コマンドは即座に戻し、結果は表示されません。結果

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

474 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのイーサネット OAM コマンド
traceroute ethernet cfm



は tracerouteキャッシュに配置され、show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドを使用して取得
できます。

探索 tracerouteは、対数遅延アルゴリズムで計算された timeout値をデフォルトで使用します。
timeout値を指定した場合は、指定した値が使用されます。

このコマンドの表示出力は、show ethernet cfm traceroute-cacheコマンドの出力と似ています。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、基本 tracerouteを生成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# traceroute ethernet cfm domain bar service bar mep-id 1 source
interface gigabitethernet 0/0/0/0

Traceroutes in domain bar (level 4), service bar
Source: MEP-ID 1, interface GigabitEthernet0/0/0/0
================================================================================
Traceroute at 2009-05-18 12:09:10 to 0001.0203.0402,
TTL 64, Trans ID 2:

Hop Hostname/Last Ingress MAC/name Egress MAC/Name Relay
--- ------------------------ ---------------------- ---------------------- -----
1 ios 0001.0203.0400 [Down] FDB

0000-0001.0203.0400 Gi0/0/0/0
2 abc 0001.0203.0401 [Ok] FDB

ios Not present
3 bcd 0001.0203.0402 [Ok] Hit

abc GigE0/0
Replies dropped: 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

tracerouteキャッシュエントリの最大制限または
tracerouteキャッシュエントリを保持する最大時間限度
を設定します。

traceroute cache, （471ページ）

tracerouteキャッシュの内容を削除します。clear ethernet cfm traceroute-cache, （225ペー
ジ）

tracerouteキャッシュの内容を表示します。show ethernet cfm traceroute-cache, （406
ページ）
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uni-directional link-fault detection
ローカルの単方向リンク障害の検出をイネーブルにし、イーサネット OAMピアにその障害の通
知を送信するには、イーサネット OAMコンフィギュレーションモードまたはインターフェイス
イーサネット OAMコンフィギュレーションモードで uni-directional link-fault detectionコマンド
を使用します。構成をプロファイルから削除してデフォルトに戻す、またはインターフェイスで

上書き設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

uni-directional link-fault detection [disable]

no uni-directional link-fault detection [disable]

___________________
構文の説明

（任意、インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションのみ）
イーサネット OAMプロファイルの単方向リンク障害検出の設定を上書きし、こ
のインターフェイスに対してだけイネーブルにします。

disable

___________________
コマンドデフォルト ローカルの単方向リンク障害の検出および通知の送信はディセーブルです。

___________________
コマンドモード イーサネット OAMコンフィギュレーション（config-eoam）

インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーション（config-if-eoam）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、リンク障害メッセージの受信がルータで処理される方法に影響しません。リン

ク障害メッセージの受信で実行されるアクションは、action uni-directional link-faultコマンドを使
用して設定します。

uni-directional link-fault detectionコマンドを設定する場合は、次のガイドラインを考慮してくだ
さい。
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•単一方向リンク障害の検出は、イーサネット OAMプロファイル内でコマンドを使用し、適
用するインターフェイスにプロファイルをアタッチして、同様の設定を共有する複数のイン

ターフェイスに設定できます。

•インターフェイスイーサネットOAMコンフィギュレーションでコマンドを使用すると、単
方向リンク障害検出のプロファイル設定を上書きできます。

• disableキーワードは、インターフェイスイーサネット OAMコンフィギュレーションモー
ドでのみ使用可能であり、プロファイルによってフィーチャセットを上書きし、特定のイン

ターフェイスでディセーブルにできます。たとえば、インターフェイスにアタッチされたプ

ロファイル内で単一方向リンク障害の検出がイネーブルの場合、インターフェイスイーサ

ネット OAMコンフィギュレーションモードで uni-directional link-fault detection disableコ
マンドを使用して、この設定を上書きし、インターフェイスでディセーブルにできます。

•コマンドの no形式をプロファイルまたはインターフェイスコンフィギュレーションで使用
できます。

◦プロファイル内でコマンドの no形式を実行すると、プロファイルの uni-directionalコマ
ンドの設定が削除され、実質的にすべてのインターフェイスでこの機能がディセーブル

になります。

◦インターフェイスイーサネット OAM設定内でコマンドの no形式を実行すると、イン
ターフェイスでコマンドの上書き設定が削除され、プロファイル設定が使用されます。

• show ethernet oamconfigurationコマンドの出力は、機能の設定をインターフェイスが実行し
ているか、プロファイルが実行しているかによって、Yまたは N（および Overridden）を表
示します。「Overriden」は、設定がインターフェイスによって適用されていることを意味し
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、ローカルの単方向リンク障害の検出をイネーブルにし、複数のインターフェイスにアタッ

チできるイーサネットOAMプロファイル内のイーサネットOAMピアにその障害の通知を送信す
る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet oam profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-eoam)# uni-directional link-fault detection

同じプロファイルを複数のインターフェイスに適用できます。次に、インターフェイスにイーサ

ネット OAMプロファイルをアタッチする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# commit

この特定のインターフェイスで単一方向リンク障害の検出をイネーブルにしないが、アタッチさ

れた他のプロファイル設定は保持することを決定したとします。次に、このインターフェイスの

みでリンク障害の検出をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet oam
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# uni-directional link-fault detection disable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-eoam)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

リンク障害通知をリモートイーサネットOAMピアから受信し
たときにインターフェイスで実行するアクションを設定しま

す。

action uni-directional link-fault, （
199ページ）

EOAMプロファイルを作成し、EOAMコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ethernet oamprofile, （270ページ）

インターフェイスでデフォルト値を使用してイーサネットリ

ンクOAMをイネーブルにし、インターフェイスイーサネット
OAMコンフィギュレーションモードを開始します。

ethernet oam, （266ページ）

イーサネットOAMプロファイルをインターフェイスにアタッ
チします。

profile（EOAM）, （356ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレーム
リレーコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでフレームリレーサービスを設定するた
めの CLIコマンドについて説明します。

• clear frame-relay multilink interface, 481 ページ

• clear frame-relay lmi interface, 483 ページ

• encap（PVC）, 485 ページ

• encapsulation frame-relay, 487 ページ

• frame-relay intf-type, 489 ページ

• frame-relay lmi disable, 491 ページ

• frame-relay lmi-n391dte, 492 ページ

• frame-relay lmi-n392dce, 494 ページ

• frame-relay lmi-n392dte, 496 ページ

• frame-relay lmi-n393dce, 498 ページ

• frame-relay lmi-n393dte, 500 ページ

• frame-relay lmi-t391dte, 502 ページ

• frame-relay lmi-t392dce, 504 ページ

• frame-relay lmi-type, 506 ページ

• frame-relay multilink ack, 508 ページ

• frame-relay multilink bandwidth-class, 510 ページ

• frame-relay multilink bid, 512 ページ

• frame-relay multilink hello, 514 ページ
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• frame-relay multilink lid, 516 ページ

• frame-relay multilink retry, 518 ページ

• pvc（フレームリレー）, 520 ページ

• show frame-relay lmi, 522 ページ

• show frame-relay lmi-info, 525 ページ

• show frame-relay multilink, 528 ページ

• show frame-relay pvc, 540 ページ

• show frame-relay vcm-info interface, 544 ページ

• show interfaces（フレームリレー）, 546 ページ

• snmp-server traps frame-relay pvc, 552 ページ
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clear frame-relay multilink interface
特定のインターフェイスまたは場所のマルチリンクフレームリレー（MFR）統計情報をクリアす
るには、EXECモードで clear frame-relay multilink interfaceコマンドを使用します。

clear frame-relay multilink interface {type interface-path-id| all [location node id]}

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

すべてのインターフェイスのMFR統計情報をクリアします。all

（任意）node-idで指定した場所のすべてのインターフェイスのMFR統計情
報をクリアします。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executefr

___________________
例 次に、clear frame-relay multilink interfaceコマンドを使用してインターフェイスのマルチリンク

フレームリレープロトコルおよび内部統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear frame-relay multilink interface serial 0/1/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）

マルチリンクインターフェイスについての情報を表

示します。

show interfaces multilink, （775ページ）
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clear frame-relay lmi interface
特定のインターフェイスまたは場所の LMI統計情報をクリアするには、EXECモードで clear
frame-relay lmiコマンドを使用します。

clear frame-relay lmi interface {type interface-path-id| all [location node id]}

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

すべてのインターフェイスの LMI統計情報をクリアします。all

（任意）node-idで指定した場所のすべてのインターフェイスの LMI統計情
報をクリアします。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 483

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
clear frame-relay lmi interface



___________________
タスク ID 操作タスク ID

executefr

___________________
例 次に、clear frame-relay lmiコマンドを使用してインターフェイスのLMIカウンタをクリアする例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear frame-relay lmi interface pos 0/1/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LMIのフレームリレー統計情報を表示します。show frame-relay lmi, （522ページ）
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encap（PVC）
フレームリレー相手先固定接続（PVC）のカプセル化を変更するには、フレームリレー PVCコ
ンフィギュレーションモードでencapコマンドを使用します。フレームリレーのメインインター
フェイスからデフォルトのカプセル化に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

encap {cisco| ietf}

no encap {cisco| ietf}

___________________
構文の説明

（任意）4バイトヘッダーのシスコカプセル化を、2バイトをデータリンク接続識
別子（DLCI）を識別するために使用し、2バイトをパケットタイプを識別するため
に使用します。

cisco

（任意）インターネット技術特別調査委員会（IETF）標準（RFC1490）に準拠する
ようにカプセル化方式を設定します。フレームリレーネットワーク経由でシスコ

以外のベンダーに属する機器に接続する場合、このキーワードを使用します。

ietf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのカプセル化キーワードは、Ciscoです。

このコマンドが設定されていない場合、カプセル化はフレームリレーのメインインターフェイス

から継承されます。

___________________
コマンドモード フレームリレー PVCコンフィギュレーション（config-fr-vc）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン

フレームリレーPVCのカプセル化を設定するには、encapコマンドを使用します。このコマンド
が設定されていない場合、カプセル化はフレームリレーのサブインターフェイスから継承されま

す。

このコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリンクインターフェ
イスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、PVCデータリンク接続識別子（DLCI）16のカプセル化をPacket-over-SONET/SDH（POS）

サブインターフェイス 0/4/0/1.1で設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/4/0/1.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# pvc 16
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)# encap ietf

___________________
関連コマンド 説明コマンド

フレームリレーカプセル化をイネーブルにします。encapsulation frame-relay, （487ページ）
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encapsulation frame-relay
フレームリレーのカプセル化をイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードで encapsulation frame-relayコマンドを使用します。フレームリレーカプセル化をディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

encapsulation frame-relay [ietf]

no encapsulation frame-relay [ietf]

___________________
構文の説明

（任意）インターネット技術特別調査委員会（IETF）標準（RFC 1490）に準拠する
ようにカプセル化方式を設定します。フレームリレーネットワーク経由で別のベン

ダーの機器に接続する場合、このキーワードを使用します。

ietf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのカプセル化方法は、Ciscoです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスをフレームリレーネットワークに接続するには、encapsulation frame-relayコ
マンドを使用します。このコマンドを設定すると、発信パケットはフレームリレーヘッダーで

カプセル化され、フレームリレーヘッダーはインターフェイスへの着信パケットから削除されま

す。

Ciscoまたは IETFのカプセル化方式は、インターフェイスの発信パケットに追加されるネットワー
ク層プロトコル識別子（NLPID）を制御します。発信パケットに対してイネーブルになっている
カプセル化方式は、フレームリレー PVCコンフィギュレーションモードで encap（PVC）コマ
ンドを使用して、サブインターフェイスごとに各データリンク接続識別子（DLCI）で変更できま
す。
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encapsulation frame-relayコマンドが設定されている場合、LMIはデフォルトでイネーブルです。
LMIをディセーブルにするには、frame-relay lmi disableコマンドを使用します。

インターフェイスでコマンドを設定または削除するときに、次の制限が encapsulation frame-relay
コマンドに適用されます。

•このコマンドを設定する場合、レイヤ 3およびレイヤ 2設定はインターフェイス上で許可さ
れません。

•このコマンドを削除する前に、すべてのフレームリレーサブインターフェイスおよび LMI
設定をインターフェイスから削除する必要があります。

encapsulation frame-relayコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマル
チリンクインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

read, writefr

___________________
例 次の例に、Packet-over-SONET/SDH（POS）0/3/0/1に設定されたフレームリレーカプセル化を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation frame-relay ietf

___________________
関連コマンド 説明コマンド

フレームリレー PVCのカプセル化を変更します。encap（PVC）, （485ページ）

フレームリレー LMIをディセーブルにします。frame-relay lmi disable, （491ページ）
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frame-relay intf-type
ユーザネットワークインターフェイス（UNI）のインターフェイスタイプを設定するには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay intf-typeコマンドを使用します。設
定を変更するには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay intf-type {dce| dte| nni}

no frame-relay intf-type {dce| dte| nni}

___________________
構文の説明

ルータは、他のルータに接続するスイッチとして機能します。dce

ルータは、フレームリレーネットワークに接続されます。dte

ルータは、NNIシグナリングインターフェイスに接続されます。nni

___________________
コマンドデフォルト DTE

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

nniキーワードが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay intf-typeコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリン
クインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr
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___________________
例 次に、インターフェイスで DCEスイッチタイプを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/4/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dce
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frame-relay lmi disable
フレームリレーローカル管理インターフェイス（LMI）をディセーブルにするには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay lmi disableコマンドを使用します。 LMI
を再度イネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi disable

no frame-relay lmi disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト LMIはイネーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay lmi disableコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリ
ンクインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、インターフェイスで DCEスイッチタイプを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/4/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi disable
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frame-relay lmi-n391dte
完全なステータスのポーリング間隔を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーション

モードで frame-relay lmi-n391dteコマンドを使用します。デフォルトの間隔値に戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-n391dte polling-cycles

no frame-relay lmi-n391dte polling-cycles

___________________
構文の説明

完全なステータスメッセージを要求する前に実行する、回線完全性検証

（LIV）交換の数。範囲は 1～ 255です。デフォルトは 6です。
polling-cycles

___________________
コマンドデフォルト 完全なステータスのポーリング間隔は 6です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

完全なステータスメッセージのポーリング間隔を設定するには、frame-relay lmi-n391dteコマン
ドを使用します。このコマンドは、インターフェイスタイプがデータ端末機器（DTE）の場合に
だけ関連します。

ステータス問い合わせおよびステータスの 2つのメッセージタイプがサポートされます。ステー
タス問い合わせメッセージは、DTEから DCEに送信されます。ステータスメッセージは、DCE
からDTEに送信されます（ステータス問い合わせへの応答として）。ステータス（Full）および
LIVレポートタイプはこれらのメッセージ内に含まれ、通常、5つの LIVトランザクションごと
に 1つのステータストランザクションが存在します。

このコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリンクインターフェ
イスで使用できます。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

492 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
frame-relay lmi-n391dte



___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、生成された 4つのステータス問い合わせのうち 1つが、インターフェイスでDCEから完全

なステータス応答を要求する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dte
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-n391dte 4
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frame-relay lmi-n392dce
DCEインターフェイスでエラーしきい値を設定するには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで frame-relay lmi-n392dceコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-n392dce threshold

no frame-relay lmi-n392dce threshold

___________________
構文の説明

エラーしきい値。指定できる範囲は 1～ 10です。デフォルトは 3で
す。

threshold

___________________
コマンドデフォルト DCEエラーのしきい値は 3です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

リンクのダウンが宣言されるには、N392エラーが、N393イベント数で定義された値内で発生す
る必要があります。したがって、このコマンドのしきい値は、frame-relay lmi-n393dceコマンド
で定義された数値未満である必要があります。

frame-relay lmi-n392dceコマンドは、インターフェイスタイプがデータ通信機器（DCE）の場合
にだけ関連します。

このコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリンクインターフェ
イスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）のエラーしきい値を 4に設定する例を示します。

ルータはフレームリレー DCEスイッチとして動作します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dce
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-n392dce 4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DCEのモニタ対象イベント数を設定します。frame-relay lmi-n393dce, （498ページ）
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frame-relay lmi-n392dte
DTEインターフェイスでエラーしきい値を設定するには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで frame-relay lmi-n392dteコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-n392dte threshold

no frame-relay lmi-n392dte threshold

___________________
構文の説明

エラーしきい値。指定できる範囲は 1～ 10です。デフォルトは 3で
す。

threshold

___________________
コマンドデフォルト DTEエラーのしきい値は 3です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay lmi-n392dteコマンドは、インターフェイスタイプがデータ端末機器（DTE）の場合
にだけ関連します。

このコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリンクインターフェ
イスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr
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___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）のエラーしきい値を 4に設定する例を示します。

ルータはフレームリレー DTEスイッチとして動作します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dte
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-n392dte 4
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frame-relay lmi-n393dce
DCEのモニタ対象イベント数を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドで frame-relay lmi-n393dceコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンド
の no形式を使用します。

frame-relay lmi-n393dce events

no frame-relay lmi-n393dce events

___________________
構文の説明

モニタ対象イベント数。指定できる範囲は 1～ 10です。デフォルトは 4
です。

events

___________________
コマンドデフォルト DCEのモニタ対象イベント数は 4です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay lmi-n393dceコマンドは、frame-relay lmi-n392dceコマンドと組み合わせて、リンクの
ダウンが宣言される条件を定義するために使用します。

リンクのダウンが宣言されるには、N392エラーが、events引数カウント内で発生する必要があり
ます。したがって、このコマンドで定義するイベント値は、frame-relay lmi-n392 dceコマンドで
定義されたしきい値より大きくする必要があります。

frame-relay lmi-n393dceコマンドは、インターフェイスタイプがデータ通信機器（DCE）の場合
にだけ関連します。

この frame-relay lmi-n393dceコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマ
ルチリンクインターフェイスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）のモニタ対象イベント数を 5に設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dce
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-n393dce 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Sets the error threshold on a DCE interface.frame-relay lmi-n392dce, （494ページ）
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frame-relay lmi-n393dte
DTEインターフェイスのモニタ対象イベント数を設定するには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで frame-relay lmi-n393dteコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-n393dte events

no frame-relay lmi-n393dte events

___________________
構文の説明

モニタ対象イベント数。指定できる範囲は 1～ 10です。デフォルトは 4
です。

events

___________________
コマンドデフォルト DTEのモニタ対象イベント数は 4です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay lmi-n393dteコマンドは、インターフェイスタイプがデータ端末機器（DTE）の場合
にだけ関連します。

この frame-relay lmi-n393dteコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマ
ルチリンクインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr
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___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）のモニタ対象イベント数を 5に設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dte
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-n393dte 5
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frame-relay lmi-t391dte
ローカル管理インターフェイス（LMI）のポーリング間隔を設定するには、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードで frame-relay lmi-t391dteコマンドを使用します。デフォルトの間
隔値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-t391dte seconds

no frame-relay lmi-t391dte seconds

___________________
構文の説明 DTE側からの各ステータス問い合わせ間のポーリング間隔（秒単位）。指定

できる値の範囲は 5～ 30です。デフォルトは 10です。
seconds

___________________
コマンドデフォルト LMIのポーリング間隔は 10秒です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

この frame-relay lmi-t391dteコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマ
ルチリンクインターフェイスで使用できます。

このコマンドで定義された secondsの値は、frame-relay lmi-t392 dceコマンドで定義されたポーリ
ング検証タイマー未満である必要があります。

frame-relay lmi-t391dteコマンドは、インターフェイスタイプがデータ端末機器（DTE）の場合に
だけ関連します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr
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___________________
例 次に、LMIのポーリングタイマー間隔を 15秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dte
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-t391dte 15
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frame-relay lmi-t392dce
ローカル管理インターフェイス（LMI）ポーリング検証タイマーを DCEに設定するには、イン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay lmi-t392dceコマンドを使用します。
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-t392dce seconds

no frame-relay lmi-t392dce seconds

___________________
構文の説明

ポーリング検証タイマー（秒単位）。範囲は 5～ 30です。デフォルト値
は 15です。

seconds

___________________
コマンドデフォルト LMIポーリング検証タイマーは 15秒です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay lmi-t392dceコマンドは、frame-relay lmi-t391dteコマンドと組み合わせて、リンクの
ダウンが宣言される条件を定義するために使用します。

このコマンドで定義する secondsの値は、frame-relay lmi-t391 dteコマンドで定義されたポーリン
グ検証タイマーより大きくする必要があります。

この frame-relay lmi-n392dceコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマ
ルチリンクインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

504 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
frame-relay lmi-t392dce



___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）のポーリングタイマー間隔を30秒に設定する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay intf-type dce
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-t392dce 30
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frame-relay lmi-type
ローカル管理インターフェイス（LMI）タイプを選択するには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで frame-relay lmi-typeコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay lmi-type [ansi| cisco| q933a]

no frame-relay lmi-type [ansi| cisco| q933a]

___________________
構文の説明

（任意）ANSI T1.617a-1994 Annex Dの定義に従って LMIを使用します。ansi

（任意）シスコの定義（非標準）に従って LMIを使用します。cisco

（任意）ITU-T Q.933（02/2003）Annex Aの定義に従って LMIを使用しま
す。

q933a

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは ciscoです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

DTEが明示的に設定されていない場合、または no形式が明示的な設定の後で使用されていない
場合は、DTEが自動的に DCEの LMIタイプを検知し、そのタイプの LMIを使用します。

この frame-relay lmi-typeコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマル
チリンクインターフェイスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、ローカル管理インターフェイス（LMI）タイプをQ.933,AnnexAに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay lmi-type q933a

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 507

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
frame-relay lmi-type



frame-relay multilink ack
フレームリレーマルチリンクバンドルリンクのMFR確認応答タイムアウト値を設定するには、
インターフェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay multilink ackコマンドを許可し
ます。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink ack ack-timeout

no frame-relay multilink ack

___________________
構文の説明

確認応答タイムアウト値（秒単位）。範囲は 1～ 10です。ack-timeout

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのMFR確認応答タイムアウト値は 4秒です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay multilink ackコマンドは、シリアルインターフェイスでのみサポートされます。
frame-relay multilink ackコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）またはマルチリンクフ
レームリレーインターフェイスではサポートされません。

（注）

frame-relay multilink ackコマンドは、encapsulation frame-relay mfrコマンドを使用してバンドル
に関連付けられたバンドルリンクインターフェイスでだけ設定できます。
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インターフェイスの現在の状態に影響を与えることなく、frame-relay multilink ackコマンド
はいつでも開始できます。ただし、設定されたタイムアウト値は、インターフェイスがダウン

状態からアップ状態になるまで有効になりません。インターフェイスを停止して、再度起動

する1つの方法は、shutdownおよびno shutdownコマンドを、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで使用することです。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次の例に、MFR確認応答タイムアウト値を2秒に設定する方法を示します。（シリアルインター

フェイス 0/3/1/0の場合）

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink ack 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

フレームリレーカプセル化をイネーブルにしま

す。

encapsulation frame-relay, （487ページ）

マルチリンクフレームリレーバンドルに BID
名を割り当てます。

frame-relay multilink bid, （512ページ）

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）

インターフェイスをディセーブルにします。shutdown（インターフェイス）
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frame-relay multilink bandwidth-class
フレームリレーマルチリンクバンドルインターフェイスの帯域幅クラスを設定するには、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay multilink bid bandwidth-classコマン
ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink bandwidth-class {a| b| c threshold}

no frame-relay multilink bandwidth-class

___________________
構文の説明

帯域幅クラス Aを設定します。 1つ以上のメンバリンクがアップになると、バン
ドルインターフェイスはアップになります。すべてのメンバリンクがダウンにな

ると、バンドルインターフェイスはダウンになります。

a

帯域幅クラス Bを設定します。すべてのメンバリンクがアップになると、バンド
ルインターフェイスはアップになります。いずれかのメンバリンクがダウンにな

ると、バンドルインターフェイスはダウンになります。

b

帯域幅クラス Cを設定します。バンドルリンク thresholdを設定する必要がありま
す。

c

バンドルインターフェイスがアップになるために必要な、アップ状態のリンクの最

低限の数。範囲は 1～ 255です。
threshold

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは a（帯域幅クラス A）です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

帯域幅クラスは、フレームリレーフォーラム 16.1（FRF 16.1）でのみ設定できます。
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frame-relaymultilink bandwidth-classコマンドは、マルチリンクフレームリレーインターフェ
イスでのみサポートされます。 frame-relay multilink bandwidth-classコマンドは、
Packet-over-SONET/SDH（POS）またはシリアルインターフェイスではサポートされません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、しきい値 3を使用してマルチリンクフレームリレーインターフェイスを帯域幅クラス C

に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/3/1/0/100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink bandwidth-class c 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）
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frame-relay multilink bid
フレームリレーマルチリンクバンドルインターフェイスの名前を作成するには、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードで frame-relay multilink bidコマンドを使用します。デフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink bid bundle-id-name

no frame-relay multilink bid

___________________
構文の説明

フレームリレーマルチリンクバンドルの名前。バンドル ID（bid）名は、両方
のエンドポイントのバンドルインターフェイスを識別します。 bid名は、一貫
したリンクの割り当てを確保するために情報要素で交換されます。bid名の長さ
は、ヌルの終端文字を含めて 50文字までです。 bid名はバンドルインターフェ
イスレベルで設定され、各メンバリンクに適用されます。

bundle-id-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトで、インターフェイス名（たとえばMultilink 0/4/1/0/1）がバンドル IDとして使用され

ます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay multilink bidコマンドは、マルチリンクフレームリレーインターフェイスでのみ
サポートされます。 frame-relay multilink bidコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）ま
たはシリアルインターフェイスではサポートされません。

（注）

frame-relay multilink bidコマンドを使用してバンドル ID名を作成するか、システムがインター
フェイスのデフォルト名を使用するかに関係なく、各バンドルには一意の名前が必要です。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、フレームリレーマルチリンクインターフェイスバンドルの ID名を作成する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/3/1/0/100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink bid MFRBundle

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）
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frame-relay multilink hello
フレームリレーマルチリンクバンドルリンクで使用される hello間隔を設定するには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay multilink helloコマンドを使用します。
名前をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink hello hello-interval

no frame-relay multilink hello

___________________
構文の説明

フレームリレーマルチリンクバンドルリンクのhello間隔（秒単位）。
指定できる範囲は 1～ 180です。

hello-interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの hello間隔は 10秒です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relaymultilink helloコマンドは、シリアルインターフェイスでのみサポートされます。
frame-relay multilink helloコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）またはマルチリンク
フレームリレーインターフェイスではサポートされません。

（注）

frame-relay multilink helloコマンドは、encapsulation frame-relay mfrコマンドを使用してバンド
ルに関連付けられたバンドルリンクインターフェイスでだけ設定できます。
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インターフェイスの現在の状態に影響を与えることなく、frame-relay multilink helloコマンド
はいつでも開始できます。ただし、設定された hello間隔値は、インターフェイスがダウン状
態からアップ状態になるまで有効になりません。インターフェイスを停止して、再度起動す

る 1つの方法は、shutdownおよび no shutdownコマンドを、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで使用することです。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、hello間隔値を 10秒に設定する例を示します。（シリアルインターフェイス 0/3/1/0の場

合）

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink hello 10

___________________
関連コマンド

説明コマンド

フレームリレーカプセル化をイネーブルにしま

す。

encapsulation frame-relay, （487ページ）

マルチリンクフレームリレーバンドルに BID
名を割り当てます。

frame-relay multilink bid, （512ページ）

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）

インターフェイスをディセーブルにします。shutdown（インターフェイス）
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frame-relay multilink lid
フレームリレーマルチリンクバンドルリンクの名前を作成するには、インターフェイスコン

フィギュレーションモードで frame-relaymultilink lidコマンドを使用します。名前をデフォルト
にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink lid link-id name

no frame-relay multilink lid

___________________
構文の説明

フレームリレーマルチリンクバンドルリンクの名前を指定します。リ

ンク ID（lid）名は、最大 49文字です。
link-id name

___________________
コマンドデフォルト 物理インターフェイスの名前（たとえば、Serial 0/3/0/0/1/2:0）が lidとして使用されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relay multilink lidコマンドは、シリアルインターフェイスでのみサポートされます。
frame-relay multilink lidコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）またはマルチリンクフ
レームリレーインターフェイスではサポートされません。

（注）

frame-relay multilink lidコマンドは、encapsulation frame-relay mfrコマンドを使用してバンドル
に関連付けられたバンドルリンクインターフェイスでだけ設定できます。
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インターフェイスの現在の状態に影響を与えることなく、frame-relay multilink lidコマンドは
いつでも開始できます。ただし、リンク ID名は、インターフェイスがダウン状態からアップ
状態になるまで有効になりません。インターフェイスを停止して、再度起動する 1つの方法
は、shutdownおよび no shutdownコマンドを、インターフェイスコンフィギュレーション
モードで使用することです。

（注）

lid名は、ピアデバイスへのバンドルリンクを識別し、どのバンドルリンクがどのバンドルに関
連付けられているかをデバイスが識別できるようにするために使用されます。 lid名は、name引
数を指定して encapsulation frame-relay mfrコマンドでバンドルリンクを作成した場合にも割り
当てることができます。 lid名を割り当てない場合、デフォルトの lidは、物理インターフェイス
の名前です。

ローカルおよびピアの lid名は一意である必要はありません。 frame-relaymultilink lidコマンドを
使用して lid名を作成するか、システムがバンドルリンクのデフォルト名を使用するかに関係な
く、バンドル内の各リンクには一意の名前が必要です。同じバンドル内の異なるリンクに同じ名

前が使用されている場合、バンドルは永続的にフラップします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、シリアルインターフェイス 0/3/1/0で「BL1」として lid名を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink lid BL1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

フレームリレーカプセル化をイネーブルにしま

す。

encapsulation frame-relay, （487ページ）

マルチリンクフレームリレーバンドルに BID
名を割り当てます。

frame-relay multilink bid, （512ページ）

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）

インターフェイスをディセーブルにします。shutdown（インターフェイス）
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frame-relay multilink retry
フレームリレーマルチリンクバンドルリンクの再送信の再試行回数を設定するには、インター

フェイスコンフィギュレーションモードで frame-relay multilink retryコマンドを使用します。
名前をデフォルトにリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

frame-relay multilink retry retry-count

no frame-relay multilink retry

___________________
構文の説明

再送信の再試行回数。範囲は 1～ 5です。retry-count

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの再送信の再試行回数は 2です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

frame-relaymultilink retryコマンドは、シリアルインターフェイスでのみサポートされます。
frame-relay multilink retryコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）またはマルチリンク
フレームリレーインターフェイスではサポートされません。

（注）

frame-relay multilink retryコマンドは、encapsulation frame-relay mfrコマンドを使用してバンド
ルに関連付けられたバンドルリンクインターフェイスでだけ設定できます。
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インターフェイスの現在の状態に影響を与えることなく、frame-relaymultilink retryコマンド
はいつでも開始できます。ただし、設定された再試行回数値は、インターフェイスがダウン状

態からアップ状態になるまで有効になりません。インターフェイスを停止して、再度起動す

る 1つの方法は、shutdownおよび no shutdownコマンドを、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで使用することです。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、シリアルインターフェイス 0/3/1/0で再送信の再試行回数を 2として設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# frame-relay multilink retry 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

フレームリレーカプセル化をイネーブルにしま

す。

encapsulation frame-relay, （487ページ）

マルチリンクフレームリレーバンドルに BID
名を割り当てます。

frame-relay multilink bid, （512ページ）

LMIのフレームリレー情報を表示します。show frame-relay lmi-info, （525ページ）

インターフェイスをディセーブルにします。shutdown（インターフェイス）
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pvc（フレームリレー）
データリンク接続識別子（DLCI）番号を相手先固定接続（PVC）に関連付け、フレームリレー
PVCコンフィギュレーションモードを開始するには、サブインターフェイスコンフィギュレー
ションモードで pvcコマンドを使用します。 PVCを削除するには、このコマンドの no形式を使
用します。

pvc dlci-number

no pvc dlci-number

___________________
構文の説明 PVCを識別するために使用される DLCI番号。範囲は 16～ 1007で

す。

dlci-number

___________________
コマンドデフォルト PVCは定義されていません。

___________________
コマンドモード サブインターフェイスコンフィギュレーション（config-subif）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

フレームリレー PVCコンフィギュレーションモードで使用できるコマンドは次のとおりです。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)# ?

commit Commit the configuration changes to running
describe Describe a command without taking real actions
do Run an exec command
encap Set the Encapsulation of this PVC
exit Exit from this submode
no Negate a command or set its defaults
show Show contents of configuration

pvcコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリンクインターフェ
イスで使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、DLCI 16で PVCを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/4/0/0.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# pvc 16
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)#

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 521

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
pvc（フレームリレー）



show frame-relay lmi
ローカル管理インターフェイス（LMI）のフレームリレー統計情報を表示するには、show
frame-relay lmi EXECコマンドを使用します。

show frame-relay lmi [interface type interface-path-id| location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）情報を表示する対象となるインターフェイス。interface-path-id引数
を使用してインターフェイスを指定します。

interface

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

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示し

ます。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

___________________
コマンドデフォルト フレームリレーLMI統計情報は、LMIがイネーブルになっているすべてのインターフェイスにつ

いて表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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show frame-relay lmiコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリ
ンクインターフェイスで使用できます。

このコマンドは、DCEと DTE間のステータス問い合わせおよびステータスメッセージをチェッ
クするために使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readfr

___________________
例 次に、show frame-relay lmiコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface POS0/1/0/0/ (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI
Invalid Unnumbered Info 0 Invalid Prot Disc 0
Invalid Dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 9
Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Rcvd 9444 Num Status Msgs Sent 9444
Num Full Status Sent 1578 Num St Enq. Timeouts 41
Num Link Timeouts 7

LMI Statistics for interface POS0/1/0/1/ (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO
Invalid Unnumbered Info 0 Invalid Prot Disc 0
Invalid Dummy Call Ref 0 Invalid Msg Type 0
Invalid Status Message 0 Invalid Lock Shift 0
Invalid Information ID 0 Invalid Report IE Len 0
Invalid Report Request 0 Invalid Keep IE Len 0
Num Status Enq. Rcvd 9481 Num Status Msgs Sent 9481
Num Full Status Sent 1588 Num St Enq. Timeouts 16
Num Link Timeouts 4

表 27：show frame-relay lmi のフィールドの説明

説明フィールド

シグナリングまたはLMI仕様：CISCO、ANSI、
または CCITT。

CCITTは ITU-T Q.933（02/2003）
Annex Aの定義に従って LMIです。

（注）

LMI Statistics

無効な非番号制情報フィールドを含む受信LMI
メッセージの数。

Invalid Unnumbered Info

無効なダミーコールを含む受信 LMIメッセー
ジの数。

Invalid Dummy Call
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説明フィールド

無効なステータスメッセージを含む受信 LMI
メッセージの数。

Invalid Status Message

無効な情報 IDを含む受信 LMIメッセージの
数。

Invalid Information ID

無効なレポート要求を含む受信LMIメッセージ
の数。

Invalid Report Request

受信したLMIステータス問い合わせメッセージ
の数。

Num Status Enq. Rcvd

リンクタイムアウト回数。Num Link Timeouts

無効なプロトコル識別子を含む受信 LMIメッ
セージの数。

Invalid Prot Disc

無効なメッセージタイプを含む受信 LMIメッ
セージの数。

Invalid Msg Type

無効なロックシフトタイプを含む受信LMIメッ
セージの数。

Invalid Lock Shift

無効なレポート IE長を含む受信 LMIメッセー
ジの数。

Invalid Report IE Len

無効なレポート要求を含む受信LMIメッセージ
の数。

Invalid Keep IE Len

送信したLMIステータス問い合わせメッセージ
の数。

Num Status Msgs Sent

T392 DCEタイマー値内にステータス問い合わ
せメッセージが受信されなかった回数。

Num St Enq. Timeouts
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show frame-relay lmi-info
ローカル管理インターフェイス（LMI）のフレームリレー情報を表示するには、EXECモードで
show frame-relay lmi -infoコマンドを使用します。

show frame-relay lmi-info [interface type interface-path-id| location node-id] [detail]

___________________
構文の説明

（任意）type interface-path-id引数で指定されたインターフェイスの情報を
表示します。

interface

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示

します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

（任意）管理対象 dcliリストを表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト LMIがイネーブルになっているすべてのフレームリレーインターフェイスの LMI情報を表示し

ます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show frame-relay lmi-infoコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマル
チリンクインターフェイスで使用できます。

このコマンドは、DCEと DTE間のステータス問い合わせおよびステータスメッセージをチェッ
クするために使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readfr

___________________
例 次に、show frame-relay lmi-infoコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay lmi-info

LMI IDB Info for interface Multilink0/3/0/0/2
ifhandle: 0x6176840
Interface type: DTE
Interface state: UP
Line Protocol: UP
LMI type (cnf/oper): AUTO/CISCO
LMI type autosense: OFF
Interface MTU: 1504
-------------- DTE -------------
T391: 10s
N391: (cnf/oper): 6/5
N392: (cnf/oper): 3/0
N393: 4
My seq#: 83
My seq# seen: 83
Your seq# seen: 82
-------------- DCE -------------
T392: 15s
N392: (cnf/oper): 3/0
N393: 4
My seq#: 0
My seq# seen: 0
Your seq# seen: 0

LMI IDB Info for interface Multilink0/3/0/0/1
ifhandle: 0x6186240
Interface type: DTE
Interface state: UP
Line Protocol: UP
LMI type (cnf/oper): AUTO/CISCO
LMI type autosense: OFF
Interface MTU: 1504
-------------- DTE -------------
T391: 10s
N391: (cnf/oper): 6/5
N392: (cnf/oper): 3/0
N393: 4
My seq#: 83
My seq# seen: 83
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Your seq# seen: 82
-------------- DCE -------------
T392: 15s
N392: (cnf/oper): 3/0
N393: 4
My seq#: 0
My seq# seen: 0
Your seq# seen: 0

表 28：show frame-relay lmi-info のフィールドの説明

説明フィールド

DTE

ローカル管理インターフェイスのポーリング間

隔

T391

完全なステータスのポーリング間隔N391

エラーしきい値N392

DTEモニタ対象イベント数N393

DCE

ローカル管理インターフェイスのポーリング検

証タイマー

T392

エラーしきい値N392

DCEモニタ対象イベント数N393
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show frame-relay multilink
特定のインターフェイスに関するマルチリンクフレームリレー（MFR）情報をMFRプロトコル
および内部統計情報とともに表示するには、EXECモードで show frame-relay multilink interface
コマンドを使用します。

show frame-relay multilink [detail [location node id]| interface type interface-path-id [detail| verbose]|
location node id| verbose [location node id]]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイス記述子ブロック（IDB）情報および Feasible
Successor Metrics（FSM）統計情報を表示します。

detail

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示

します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

（任意）情報を表示するインターフェイス。interface

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）IDB情報、FSM統計情報、および内部統計情報を表示します。verbose

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readfr

___________________
例 次に、すべてのインターフェイスのマルチリンクフレームリレー情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay multilink

Bundle interface: Multilink0/3/0/0/1, ifhandle 0x060322c0
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A

Member Links:
Serial0/3/0/0/1/2:0, HW state = Up, link state = Up
Serial0/3/0/0/1/1:0, HW state = Up, link state = Up

Bundle interface: Multilink0/3/0/0/2, ifhandle 0x06032280
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A

Member Links:
Serial0/3/0/0/1/4:0, HW state = Up, link state = Up
Serial0/3/0/0/1/3:0, HW state = Up, link state = Up

Member interface: Serial0/3/0/0/1/1:0, ifhandle 0x060323c0
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/1 with ifhandle 0x060322c0

Member interface: Serial0/3/0/0/1/2:0, ifhandle 0x06032380
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/1 with ifhandle 0x060322c0

Member interface: Serial0/3/0/0/1/3:0, ifhandle 0x06032340
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/2 with ifhandle 0x06032280

Member interface: Serial0/3/0/0/1/4:0, ifhandle 0x06032300
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/2 with ifhandle 0x06032280

次に、すべてのインターフェイスの詳細なマルチリンクフレームリレー情報（IDB情報と FSM
統計情報を含む）を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay multilink detail

Bundle interface: Multilink0/3/0/0/1, ifhandle 0x060322c0
Member Links: 2 active, 0 inactive
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State = Up, BW Class = A
nodeid: 0x838
group: 1
my_bid: Multilink0/3/0/0/1
peer_bid: Multilink0/6/0/0/1
magic: 0x696d8a95
flags: 0x0
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
is_owned_resource: Y
is_zombie: N
active_mbr_count: 2
cfg_bid:
bw_class: 1
bw_class_threshold: 0

=============== Member Links ===============

Serial0/3/0/0/1/2:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/3/0/0/1/2:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/2:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:09 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.003 (0 secs 3999988 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6235 Hello Rx: 6236
Hello Ack Tx: 6236 Hello Ack Rx: 6235
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6236 Ack Timer expiry: 1

Serial0/3/0/0/1/1:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/3/0/0/1/1:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/1:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:01 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.004 (0 secs 4999985 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
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mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6234 Hello Rx: 6237
Hello Ack Tx: 6237 Hello Ack Rx: 6234
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6235 Ack Timer expiry: 1

Bundle interface: Multilink0/3/0/0/2, ifhandle 0x06032280
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A
nodeid: 0x838
group: 2
my_bid: Multilink0/3/0/0/2
peer_bid: Multilink0/6/0/0/2
magic: 0x303c008f
flags: 0x0
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
is_owned_resource: Y
is_zombie: N
active_mbr_count: 2
cfg_bid:
bw_class: 1
bw_class_threshold: 0

=============== Member Links ===============

Serial0/3/0/0/1/4:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/3/0/0/1/4:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/4:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:00 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.004 (0 secs 4999985 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6236 Hello Rx: 6235
Hello Ack Tx: 6235 Hello Ack Rx: 6236
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6237 Ack Timer expiry: 1

Serial0/3/0/0/1/3:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/3/0/0/1/3:0
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peer_lid: Serial0/6/0/0/1/3:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:01 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.003 (0 secs 3999988 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6236 Hello Rx: 6237
Hello Ack Tx: 6237 Hello Ack Rx: 6236
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6237 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/3/0/0/1/1:0, ifhandle 0x060323c0
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/1 with ifhandle 0x060322c0
Local bid: Multilink0/3/0/0/1 Peer bid: Multilink0/6/0/0/1

my_lid: Serial0/3/0/0/1/1:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/1:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:00 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.004 (0 secs 4999985 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6235 Hello Rx: 6237
Hello Ack Tx: 6237 Hello Ack Rx: 6235
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6236 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/3/0/0/1/2:0, ifhandle 0x06032380
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/1 with ifhandle 0x060322c0
Local bid: Multilink0/3/0/0/1 Peer bid: Multilink0/6/0/0/1
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my_lid: Serial0/3/0/0/1/2:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/2:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:00 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.003 (0 secs 3999988 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6236 Hello Rx: 6237
Hello Ack Tx: 6237 Hello Ack Rx: 6236
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6237 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/3/0/0/1/3:0, ifhandle 0x06032340
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/2 with ifhandle 0x06032280
Local bid: Multilink0/3/0/0/2 Peer bid: Multilink0/6/0/0/2

my_lid: Serial0/3/0/0/1/3:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/3:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:02 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.003 (0 secs 3999988 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6236 Hello Rx: 6237
Hello Ack Tx: 6237 Hello Ack Rx: 6236
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6237 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/3/0/0/1/4:0, ifhandle 0x06032300
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/3/0/0/2 with ifhandle 0x06032280

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 533

Cisco ASR 9000 シリーズルータのフレームリレーコマンド
show frame-relay multilink



Local bid: Multilink0/3/0/0/2 Peer bid: Multilink0/6/0/0/2
my_lid: Serial0/3/0/0/1/4:0
peer_lid: Serial0/6/0/0/1/4:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:01 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.004 (0 secs 4999985 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 2
Add Link Ack Tx: 2 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 6236 Hello Rx: 6235
Hello Ack Tx: 6235 Hello Ack Rx: 6236
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 6237 Ack Timer expiry: 1

次に、すべてのインターフェイスの詳細なマルチリンクフレームリレー情報（Cisco2ポートチャ
ネライズド OC-12c/DS0 SPAの IDB情報と FSM統計情報を含む）を表示する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay multilink detail
Fri Mar 25 14:04:05.425 UTC
Bundle interface: Multilink0/2/1/0/1, ifhandle 0x04002840

Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A
nodeid: 0x829
group: 1
my_bid: Multilink0/2/1/0/1
peer_bid: Multilink0/2/1/0/1
magic: 0x75b06726
flags: 0x0
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
is_owned_resource: Y
is_zombie: N
active_mbr_count: 2
cfg_bid:
bw_class: 1

bw_class_threshold: 0

=============== Member Links ===============

Serial0/2/1/0/1/2:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/2/1/0/1/2:0
peer_lid: Serial0/2/1/0/1/2:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
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bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:06 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.002 (0 secs 2999991 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 2 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 2 Hello Rx: 2
Hello Ack Tx: 2 Hello Ack Rx: 2
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 1
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 2 Ack Timer expiry: 0

Serial0/2/1/0/1/1:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/2/1/0/1/1:0
peer_lid: Serial0/2/1/0/1/1:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:06 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.002 (0 secs 2999991 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 2 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 2 Hello Rx: 2
Hello Ack Tx: 2 Hello Ack Rx: 2
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 1
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 2 Ack Timer expiry: 0

Bundle interface: Multilink0/2/1/0/2, ifhandle 0x04002880
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A
nodeid: 0x829
group: 2
my_bid: Multilink0/2/1/0/2
peer_bid: Multilink0/2/1/0/2
magic: 0x41f1f15a
flags: 0x0
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
is_owned_resource: Y
is_zombie: N
active_mbr_count: 2
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cfg_bid:
bw_class: 1
bw_class_threshold: 0

=============== Member Links ===============

Serial0/2/1/0/1/4:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/2/1/0/1/4:0
peer_lid: Serial0/2/1/0/1/4:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:06 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.002 (0 secs 2999991 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 2 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 2 Hello Rx: 2
Hello Ack Tx: 2 Hello Ack Rx: 2
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 1
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 2 Ack Timer expiry: 0

Serial0/2/1/0/1/3:0, HW state = Up, link state = Up
my_lid: Serial0/2/1/0/1/3:0
peer_lid: Serial0/2/1/0/1/3:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:06 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.002 (0 secs 2999991 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 2 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 2 Hello Rx: 2
Hello Ack Tx: 2 Hello Ack Rx: 2
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 1
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Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 2 Ack Timer expiry: 0

次に、すべてのインターフェイスの詳細なマルチリンクフレームリレー情報（Cisco4ポートチャ
ネライズド T3 SPAの IDB情報と FSM統計情報を含む）を表示する例を示します。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay multilink detail
Member interface: Serial0/0/0/0/1:0, ifhandle 0x00005180
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/0/0/0/1 with ifhandle 0x00005280
Local bid: Multilink0/0/0/0/1 Peer bid: Multilink0/0/0/0/1

my_lid: Serial0/0/0/0/1:0
peer_lid: Serial0/0/0/0/1:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:06 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.001 (0 secs 1999994 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 21692 Hello Rx: 21690
Hello Ack Tx: 21690 Hello Ack Rx: 21692
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 21693 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/0/0/0/2:0, ifhandle 0x000051c0
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/0/0/0/1 with ifhandle 0x00005280
Local bid: Multilink0/0/0/0/1 Peer bid: Multilink0/0/0/0/1

my_lid: Serial0/0/0/0/2:0
peer_lid: Serial0/0/0/0/2:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:03 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.001 (0 secs 1999994 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 1
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Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 21688 Hello Rx: 21694
Hello Ack Tx: 21694 Hello Ack Rx: 21688
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 21689 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/0/0/0/3:0, ifhandle 0x00005200
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/0/0/0/2 with ifhandle 0x000052c0
Local bid: Multilink0/0/0/0/2 Peer bid: Multilink0/0/0/0/2

my_lid: Serial0/0/0/0/3:0
peer_lid: Serial0/0/0/0/3:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:03 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.001 (0 secs 1999994 nsecs)
cfg_lid:
mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 21694 Hello Rx: 21689
Hello Ack Tx: 21689 Hello Ack Rx: 21694
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 21695 Ack Timer expiry: 1

Member interface: Serial0/0/0/0/4:0, ifhandle 0x00005240
HW state = Up, link state = Up
Member of bundle interface Multilink0/0/0/0/2 with ifhandle 0x000052c0
Local bid: Multilink0/0/0/0/2 Peer bid: Multilink0/0/0/0/2

my_lid: Serial0/0/0/0/4:0
peer_lid: Serial0/0/0/0/4:0
flags: 0x0
fsm_state: 3 [Up]
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
cause: 0 [None]
retry_count: 0
in_loopback: No
bc_init_rcvd: Yes
bc_owned_res: Yes
cc_owned_res: Yes
is_parent_up: Yes
Last Packet Tx: 00:00:00 ago
Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Min Round trip: 00:00.000 (0 secs 999997 nsecs)
Max Round trip: 00:00.001 (0 secs 1999994 nsecs)
cfg_lid:
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mfr_t_hello: 10
mfr_t_ack: 4
mfr_retry_max: 2
--------------- Member Link Statistics ---------------
Add Link Tx: 3 Add Link Rx: 1
Add Link Ack Tx: 1 Add Link Ack Rx: 1
Add Link Rej Tx: 0 Add Link Rej Rx: 0
Remove Link Tx: 0 Remove Link Rx: 0
Remove Link Ack Tx: 0 Remove Link Ack Rx: 0
Hello Tx: 21691 Hello Rx: 21689
Hello Ack Tx: 21689 Hello Ack Rx: 21691
Loopback Detected: 0 Invalid Pkts Rx: 0
Bundle Mismatch: 0 Expired Ack Rx: 0
Hello Timer expiry: 21692 Ack Timer expiry: 1

Bundle interface: Multilink0/0/0/0/1, ifhandle 0x00005280
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A
nodeid: 0x808
group: 1
my_bid: Multilink0/0/0/0/1
peer_bid: Multilink0/0/0/0/1
magic: 0x48bac00c
flags: 0x0
im_state: 3 [Up]
fsm_req_state: 3 [Up]
is_owned_resource: Y
is_zombie: N
active_mbr_count: 2
cfg_bid:
bw_class: 1
bw_class_threshold: 0

次に、0/3/0/0/1にあるインターフェイスのマルチリンクフレームリレー情報を表示する例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay multilink interface multilink 0/3/0/0/1

Bundle interface: Multilink0/3/0/0/1, ifhandle 0x060322c0
Member Links: 2 active, 0 inactive
State = Up, BW Class = A

Member Links:
Serial0/3/0/0/1/2:0, HW state = Up, link state = Up
Serial0/3/0/0/1/1:0, HW state = Up, link state = Up

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスを設定し、マルチリンクイ

ンターフェイスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interface multilink, （764ページ）

フレームリレーマルチリンクバンドルインターフェイスの

名前を作成します。

frame-relay multilink bid, （512ペー
ジ）
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show frame-relay pvc
フレームリレー相手先固定接続（PVC）に関する統計情報を表示するには、EXECモードで show
frame-relay pvcコマンドを使用します。

show frame-relay pvc [interface type interface-path-id| location node-id] [dlci-number]

___________________
構文の説明

（任意）情報を表示するインターフェイス。インターフェイスを指定する

には、typeおよび interface-path-id引数を使用します。
interface

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示

します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

（任意）PVCを識別するために使用される DLCI番号。範囲は 16～ 1007
です。

dlci-number

___________________
コマンドデフォルト すべてのフレームリレーインターフェイスおよび PVCの情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show frame-relay pvcコマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、およびマルチリ
ンクインターフェイスで使用できます。

このコマンドは、インターフェイスの PVCのステータスを確認するために使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readfr

___________________
例 次に、show frame-relay pvcコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface POS0/3/2/0 (Frame Relay DCE)

Active Inactive Deleted Static
Local 4 0 0 0
Switched 0 0 0 0
Dynamic 0 0 0 0

DLCI = 612, DLCI USAGE = LOCAL, ENCAP = CISCO, INHERIT = TRUE, PVC STATUS = ACT
VE, INTERFACE = POS0/3/2/0.1
input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0
out bytes 0 dropped pkts 0 in FECN packets 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 0 out bcast bytes 0
pvc create time 00:00:00 last time pvc status changed 00:00:00

DLCI = 613, DLCI USAGE = LOCAL, ENCAP = CISCO, INHERIT = TRUE, PVC STATUS = ACT
VE, INTERFACE = POS0/3/2/0.2
input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0
out bytes 0 dropped pkts 0 in FECN packets 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 0 out bcast bytes 0
pvc create time 00:00:00 last time pvc status changed 00:00:00

DLCI = 614, DLCI USAGE = LOCAL, ENCAP = CISCO, INHERIT = TRUE, PVC STATUS = ACT
VE, INTERFACE = POS0/3/2/0.3
input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0
out bytes 0 dropped pkts 0 in FECN packets 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 0 out bcast bytes 0
pvc create time 00:00:00 last time pvc status changed 00:00:00

DLCI = 615, DLCI USAGE = LOCAL, ENCAP = CISCO, INHERIT = TRUE, PVC STATUS = ACT
VE, INTERFACE = POS0/3/2/0.4
input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0
out bytes 0 dropped pkts 0 in FECN packets 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
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out bcast pkts 0 out bcast bytes 0
pvc create time 00:00:00 last time pvc status changed 00:00:00

次に、特定のフレームリレー PVCの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay pvc 613

DLCI = 613, DLCI USAGE = LOCAL, ENCAP = CISCO, INHERIT = TRUE, PVC STATUS = ACTI
VE, INTERFACE = POS0/3/2/0.2
input pkts 0 output pkts 0 in bytes 0
out bytes 0 dropped pkts 0 in FECN packets 0
in BECN pkts 0 out FECN pkts 0 out BECN pkts 0
in DE pkts 0 out DE pkts 0
out bcast pkts 0 out bcast bytes 0
pvc create time 00:00:00 last time pvc status changed 00:00:00

表 29：show frame-relay pvc のフィールドの説明

説明フィールド

PVCの DLCI番号の 1つ。DLCI

ルータまたはアクセスサーバがスイッチとして

使用される場合は SWITCHEDを表示し、ルー
タまたはアクセスサーバが DTEデバイスとし
て使用される場合は LOCALを表示します。

DLCI USAGE

カプセル化のタイプ。ENCAP

PVCのカプセル化タイプは、メインインター
フェイスから継承されます。

INHERIT

PVCのステータス：ACTIVE、INACTIVE、ま
たは DELETED。

PVC STATUS

このDLCIに関連付けられた特定のサブインター
フェイス。

INTERFACE

この PVCで受信されたパケット数。input pkts

この PVCで送信されたパケット数。output pkts

この PVCで受信されたバイト数。in bytes

この PVCで送信されたバイト数。out bytes

フレームリレーレベルでルータがドロップす

る受信および送信パケットの数。

dropped pkts

FECNビットが設定された受信パケット数。in FECN pkts
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説明フィールド

BECNビットが設定された受信パケット数。in BECN pkts

FECNビットが設定された送信パケット数。out FECN pkts

BECNビットが設定された送信パケット数。out BECN pkts

受信した DEパケットの数。in DE pkts

送信された DEパケットの数。out DE pkts

出力ブロードキャストパケット数。out bcast pkts

出力ブロードキャストバイト数。out bcast bytes

PVCが作成された時間。pvc create time

PVCステータスが変更された時間。last time pvc status changed

トラフィックシェーピングプロセスでドロッ

プされたパケット数。

shaping drops

フラグメントカウンタが PVCでイネーブルか
ディセーブルかを表示します。フラグメント

カウンタはデフォルトでディセーブルです。こ

れらの統計情報の収集をイネーブルにするに

は、fragment-counterコマンドを使用します。

Fragment Counters
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show frame-relay vcm-info interface
特定のインターフェイスの仮想回線（VC）マネージャ情報を表示するには、EXECモードで show
frame-relay vcm-info interfaceコマンドを使用します。

show frame-relay vcm-info interface type interface-path-id [vc dlci]

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

（任意）インターフェイスの VCを指定します。vc

（任意）データリンク接続識別子の数。範囲は 0～ 1023です。dlci

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readfr

___________________
例 次に、マルチリンクインターフェイス 0/1/0/0の仮想回線（VC）マネージャ情報を表示する例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show frame-relay vcm-info interface multilink 0/3/0/0/1

VCM IDB:Multilink0_3_0_0_1
==================================
IDB type: IFT_MAIN
<main specific>
i/f term type: L3
i/f handle: 0x06186240
BW: 0x00000c00
OIR insert: F

VC chkpt oid: 0x00000000
proto info: 500323c8 [ptr]
proto fn table: 500323d4 [ptr]
i/f type: 0x00000037 [IFT_MULTILINK]
i/f state: 0x00000003 [up]
i/f basecaps num: 0x0000004c [fr]
i/f basecaps state: 0x00000003 [up]
VCM states: 5002c708 [ptr]
in db: T
chkpt: F
datapath info 0 [0 bytes]
partner info 50016d98 [16 bytes]
encaps type: IETF
intf type: DTE

non chkptd info 0 [0 bytes]

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスを設定し、マルチリンクイ

ンターフェイスコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

interface multilink, （764ページ）

フレームリレーマルチリンクバンドルインターフェイスの

名前を作成します。

frame-relay multilink bid, （512ペー
ジ）
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show interfaces（フレームリレー）
フレームリレーインターフェイスに関する統計情報を表示するには、EXECモードでshowinterfaces
コマンドを使用します。

show interfaces [summary| [type interface-path-id] [brief| description| detail| accounting [rates]]] [location
node-id]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプごとにインターフェイス情報のサマリー

を表示します。

summary

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラ
インヘルプ機能を使用します。

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）各インターフェイスの簡単な情報を表示します（インターフェイ

ス 1つあたり 1行）。
brief

（任意）インターフェイスの説明を表示します。description

（任意）各インターフェイスの詳細な情報を表示します。これはデフォル

トです。

detail

（任意）インターフェイスを介して送信された各プロトコルタイプのパ

ケット数を表示します。

accounting

（任意）インターフェイスアカウンティングレートを表示します。rates

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示

します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC（#）
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show interfaces（フレームリレー）コマンドは、Packet-over-SONET/SDH（POS）、シリアル、お
よびマルチリンクインターフェイスで使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr

___________________
例 次に、インターフェイスでフレームリレーカプセル化を設定した場合の show interfacesコマンド

の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces pos 0/1/0/0

POS0/1/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is Packet over SONET/SDH
Internet address is Unknown
MTU 4474 bytes, BW 622080 Kbit

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation FRAME-RELAY, crc 32, controller loopback not set,
LMI enq sent 0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0
LMI enq recvd 9463, LMI stat sent 9463, LMI upd sent 0, DCE LMI up
LMI DLCI 0 LMI type is ANSI Annex D frame relay DCE
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

20934 packets input, 1508069 bytes, 1151 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
1151 input errors, 1058 CRC, 0 frame, 0 overrun, 93 ignored, 0 abort
19590 packets output, 990924 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
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表 30：show interfaces のフィールドの説明

説明フィールド

現在のインターフェイスの名前を表示します。

この例では、インターフェイス名は POS0/1/0/0
です。

Interface name

インターフェイスのステートを表示します。こ

の例では、インターフェイスのステートは

administratively upです。

Interface state

レイヤ2のラインプロトコルのステートを表示
します。キープアライブ障害によってレイヤ 2
が停止した場合などには、このフィールドがイ

ンターフェイスステートと異なることがありま

す。

ラインプロトコルステートは、show
ip interfacesコマンドによって表示さ
れるプロトコルステートとは異なり

ます。これは、レイヤ3（IPプロトコ
ル）ではなく、レイヤ2（メディア）
のステートであるからです。

（注）

Line protocol state

現在のハードウェアタイプを表示します。Hardware

レイヤ 2のアドレス（イーサネットインター
フェイスではMACアドレス）を表示します。

ハードウェアのアドレスを設定する

には、mac-addressコマンドを入力し
ます。

（注）

Internet address is n.n.n.n/n

インターフェイスの最大伝送単位（MTU）を表
示します。MTUは、インターフェイスを介し
て送信できる最大パケットサイズです。

MTUフィールドはインターフェイス
のMTUを示します。レイヤ 3レベ
ルの下位のMTU値を設定するには、
mtuコマンドを入力します。

（注）

MTU

インターフェイスの帯域幅を kbps単位で表示
します。

BW
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説明フィールド

ドロップされない、エラーが発生していないパ

ケットの割合を表示します。

reliabilityは 255を分母とする分数と
して表示されます。

（注）

reliability

インターフェイスからのトラフィックを帯域幅

の割合として示します。

txloadは255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

txload

インターフェイスへのトラフィックを帯域幅の

割合として示します。

rxloadは 255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

rxload

インターフェイスにインストールされたレイヤ

2のカプセル化。
Encapsulation

巡回冗長検査（CRC）の長さをバイト単位で示
します。

CRCを設定するには、pos crcコマン
ドを入力します。

（注）

CRC

ハードウェアがコントローラループバックとし

て設定されていることを示します。

controller loopback

送信した LMI問い合わせメッセージの数。LMI enq sent

受信した LMIステータスメッセージの数。LMI stat recvd

受信した LMI更新済みメッセージの数。LMI upd recvd

受信した LMI問い合わせメッセージの数。LMI enq recvd

送信した LMIステータスメッセージの数。LMI stat sent

送信した LMI更新済みメッセージの数。LMI upd sent

DCE LMIの状態を表示します。DCE LMI

LMI DLCI識別子を表示します。LMI DLCI

LMIタイプを表示します。LMI type
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説明フィールド

このレポートで表示される統計情報（送受信バ

イト数など）を累積しているカウンタが前回ゼ

ロにリセットされた時刻。このカウンタをクリ

アしても、ルーティングに影響する可能性のあ

る変数（loadや reliabilityなど）はクリアされま
せん。

Last clearing

最後の 5分間で 1秒あたりに送信したビットお
よびパケットの平均数。

5分の入力および出力レートは、指定された 5
分間における 1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。これらの

レートは、5分という時間定数を使用して指数
の重み付けを適用した平均値です。この平均値

が該当期間中の均一なトラフィックストリーム

について瞬間速度の 2%以内に収まるまでに、
この時間定数の 4倍の期間が経過する必要があ
ります。

5 minute input rate5 minute output rate

システムが受信したエラーのないパケットの総

数。

packets input

システムが受信したエラーのないパケットの合

計バイト数（データおよびMAC（メディアア
クセスコントロール）カプセル化など）。

bytes

インターフェイスが受信したブロードキャスト

またはマルチキャストパケットの総数

Received...broadcasts

メディアの最小パケットサイズに満たないため

にドロップされたパケット数。

runts

メディアの最大パケットサイズを超過したため

に廃棄されたパケット数

giants

nobuffer、runts、giants、CRCs、frame、overrun、
ignored、および abortの総数。これ以外の入力
関連エラーでもこのカウントは増加する場合が

あるため、この総数は他のカウントの合計と等

しくならない可能性があります。

input errors
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説明フィールド

送信元のステーションまたは遠端デバイスで生

成された巡回冗長検査が、受信データから算出

されたチェックサムと一致しません。シリアル

リンクの場合、通常、CRCフィールドで示され
るものは、ノイズ、ゲインヒット、あるいは

データリンクでのその他の転送上の問題です。

CRC

CRCエラーおよび整数以外のオクテット数を含
む、不正な受信パケット数シリアル回線の場

合、通常、これはノイズやその他の転送上の問

題による結果です。

frame

入力レートがレシーバのデータ処理能力を超え

たために、シリアルレシーバハードウェアが

受信データをハードウェアバッファに渡すこと

ができなかった回数。

overrun

インターフェイスハードウェアの内部バッファ

の容量が少ないために、インターフェイスに

よって無視された受信パケット数。ブロード

キャストストームやノイズのバーストによっ

て、ignoredの値は大きくなります。

ignored

シリアルインターフェイスの1ビットの不正な
シーケンス。一般に、シリアルインターフェ

イスとデータリンク機器間で、クロッキングの

問題があることを表します。

abort

シリアルインターフェイスのキャリア検出シグ

ナルでステートが変わった回数。たとえば、

データキャリア検出（DCD）がダウンになって
からアップに戻る場合、キャリア状態遷移カウ

ンタは2回増加します。キャリア検知回線でス
テートが頻繁に変わっている場合、モデムか回

線の問題が示されています。

carrier transitions
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snmp-server traps frame-relay pvc
フレームリレー相手先固定接続（PVC）の簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）トラップ
通知をイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーションモードで snmp-server traps
frame-relay pvcコマンドを使用します。 FR PVCの SNMP通知をディセーブルにするには、この
コマンドの no形式を使用します。

snmp-server traps frame-relay pvc [interval seconds]

no snmp-server traps frame-relay pvc [interval seconds]

___________________
構文の説明

（任意）連続するトラップ間の最小期間。有効な範囲は 1～ 3600
です。

interval seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：30

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

フレームリレー PVCのトラップ要求をイネーブルにするには、snmp-server traps frame-relay pvc
コマンドを使用します。このコマンドは、snmp-server hostコマンドとともに使用します。
snmp-server hostコマンドを使用して、SNMP通知を受信するホスト（1つまたは複数）を指定し
ます。

SNMPの設定作業およびコマンドの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Management Configuration Guide』の「Implementing SNMP on Cisco IOS XR Software」
を参照してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesnmp

read, writefr

___________________
例 次に、ルータをフレームリレー PVCの SNMPトラップ通知を送信するように設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server host 12.26.25.61 traps public udp-port 5000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server community public RW
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# snmp-server traps frame-relay pvc interval 50

___________________
関連コマンド

説明コマンド

SNMPへのアクセスを許可するように、コミュ
ニティアクセスストリングを設定します。

snmp-server community

SNMP通知動作の指定snmp-server host
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グローバルインターフェイスコマンド：

Cisco ASR 9000 シリーズルータ

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでイーサネットインターフェイスを設定
するためのグローバルコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• bandwidth（グローバル）, 556 ページ

• bundle wait-while, 558 ページ

• clear interface, 559 ページ

• dampening, 561 ページ

• interface（グローバル）, 564 ページ

• lacp system , 566 ページ

• mlacp reset priority, 568 ページ

• mlacp switchback, 569 ページ

• mlacp switchover maximize, 571 ページ

• mlacp switchover type, 573 ページ

• mtu, 575 ページ

• show im dampening, 578 ページ

• show interfaces, 582 ページ

• show mlacp inconsistencies, 593 ページ

• shutdown（グローバル）, 594 ページ
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bandwidth（グローバル）
インターフェイスの帯域幅を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで

bandwidthコマンドを使用します。

bandwidth rate

___________________
構文の説明

インターフェイスに割り当てられる帯域幅の量（kbps）。範囲は 0～
4294967295です。

rate

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの帯域幅はインターフェイスタイプによって異なります。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のインターフェイスのデフォルトの帯域幅を取得するには、最初にインターフェイスを起

動してから show interfacesコマンドを使用します。インターフェイスのデフォルトの帯域幅
は、show interfacesコマンドの出力に表示されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeinterface

read, writebasic-services
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___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスで帯域幅を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router# interface GigabitEthernet 0/4/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router# bandwidth 4000000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスを設定する、または仮想インターフェ

イスを作成または設定します。

interface（グローバル）,（564ページ）

インターフェイスをディセーブルにします（インターフェ

イスの管理上のダウンを強制）。

shutdown（グローバル）, （594ペー
ジ）
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bundle wait-while
バンドルの wait-whileタイマーの期間を指定するには、バンドルインターフェイスコンフィギュ
レーションモードで、bundle wait-whileコマンド使用します。待機をディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

bundle wait-while time

nobundle wait-while time

___________________
構文の説明

待機する時間はミリ秒で、範囲は 0～ 2000です。time

___________________
コマンドデフォルト 2000ミリ秒

___________________
コマンドモード バンドルインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

read, writeinterface

___________________
例 次の例では、待機時間は 20秒に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)bundle wait-while 20
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clear interface
インターフェイスの統計情報またはパケットカウンタをクリアするには、EXECモードで clear
interfaceコマンドを使用します。

clear interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeinterface

read, writebasic-services
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___________________
例 次に、clear interfaceコマンドを使用してループバックインターフェイス 2をクリアする例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear interface loopback 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスを設定する、または仮想インターフェ

イスを作成または設定します。

interface（グローバル）,（564ページ）

インターフェイスをディセーブルにします（インターフェ

イスの管理上のダウンを強制）。

shutdown（グローバル）, （594ペー
ジ）
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dampening
InterfaceManager（IM;インターフェイスマネージャ）クライアントでの一時的または頻繁に発生
するインターフェイスステートの変更の伝播を制限するには、インターフェイスコンフィギュ

レーションモードで dampeningコマンドを使用し、イベントダンプニングをオンにします。ダ
ンプニングをオフにするには、このコマンドの no形式を使用します。

dampening [half-life [reuse suppress max-suppress-time]]

no dampening [half-life [reuse suppress max-suppress-time]]

___________________
構文の説明

（任意）この時間の経過後にペナルティが減少します（分単位）。インター

フェイスにペナルティを割り当てると、half-lifeの経過後にペナルティが半分ま
で減少します。ペナルティの減少プロセスは 5秒ごとに発生します。 half-life
の範囲は 1～ 45分です。デフォルトは 1分です。

half-life

（任意）ペナルティ値がこの値を下回ると、安定しているインターフェイスの

抑制が解除されます。範囲は 1～ 20000です。デフォルト値は 750です。
reuse

（任意）ペナルティがこの限界値を超えると、インターフェイスが抑制されま

す。範囲は 1～ 20000です。この値は reuseのしきい値よりも大きくなければ
なりません。デフォルト値は 2000です。

suppress

（任意）インターフェイスを抑制できる期間の最大値（分単位）。この値は、

ペナルティ値が超えることのできない限界値として有効に機能します。デフォ

ルト値は half-lifeの 4倍です。

max-suppress-time

___________________
コマンドデフォルト デフォルトではダンプニングはオフです。 dampeningコマンドを使用すると、入力していない任

意のパラメータについて、次のデフォルト値がイネーブルになります。

• half-life：1分

• reuse：750

• suppress：2000

• max-suppress-time：half-lifeの 4倍

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

イベントダンプニングを使用すると、常に不安定なインターフェイスが、一定期間安定した状態

を維持するようになるまで抑制されます。すでにダンプニングが設定されたインターフェイスで

ダンプニングをイネーブルにすると、そのインターフェイスに関連付けられたペナルティがゼロ

にリセットされます。 reuseのしきい値は、必ず suppressのしきい値よりも小さくなければなりま
せん。

イベントダンプニングを設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

•通常は、サブインターフェイスとその親の両方でダンプニングを設定する必要はありませ
ん。これは、両方のステートがほとんど常に同じであり、それぞれのインターフェイスでダ

ンプニングが同時にトリガーされるからです。

•すべてのサブインターフェイスにダンプニングが必要な場合は、メインインターフェイスだ
けにダンプニングを適用します。多くのサブインターフェイスに設定を適用すると、大量の

メモリが必要になり、ブートとフェールオーバーの際の設定の処理に必要な時間が増加しま

す。

•ダンプニングがイネーブルの場合は、インターフェイスにペナルティ値が関連付けられま
す。この値は 0から始まり、インターフェイスの基礎となるステートがアップからダウンに
変化すると 1000ずつ増加します。

•インターフェイスステートが安定していると、ペナルティ値は急激に減少します。設定さ
れた suppressのしきい値をペナルティ値が超えると、インターフェイスのステートが抑制に
なり、IMはその後のステートの変化を上位層に通知しなくなります。設定された reuseのし
きい値をペナルティ値が下回るまで、抑制のステートが維持されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、インターフェイスでデフォルト値を使用してダンプニングをイネーブルにする例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/4/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if))# dampening

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ダンプニングが設定されているすべてのインターフェイス

のステートを表示します。

show im dampening, （578ページ）
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interface（グローバル）
インターフェイスを設定する、または仮想インターフェイスを作成または設定するには、グロー

バルコンフィギュレーションモードで interfaceコマンドを使用します。インターフェイスの設
定を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

interface type interface-path-id

no interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスは設定されません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interfaceコマンドは、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、インターフェ
イスの設定を可能にします。仮想インターフェイスを設定すると、それまでに仮想インターフェ

イスがない場合は作成されます。

このコマンドの no形式は、仮想インターフェイスまたはサブインターフェイス（グローバルコ
ンフィギュレーションモードで作成されたインターフェイス）だけに適用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、0/2/0/1に置かれたカードに interfaceコマンドを実行し、そのインターフェイスをインター

フェイスコンフィギュレーションモードにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/2/0/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスの統計情報またはパケットカウンタを

クリアします。

clear interface, （559ページ）

インターフェイスをディセーブルにします（インターフェ

イスの管理上のダウンを強制）。

shutdown（グローバル）, （594ペー
ジ）
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lacp system
Link Aggregation Control Protocol（LACP）バンドルのデフォルトシステムパラメータを設定する
には、グローバルコンフィギュレーションモードで lacp systemコマンドを入力します。

lacp system{mac|priority}

___________________
構文の説明 LACPネゴシエーションのシステムを識別するために使用される一意のMAC

アドレス。

mac

このシステムのプライオリティ。値が小さいほど、プライオリティは高く

なります。値の範囲は 1～ 65535です。
priority

___________________
コマンドデフォルト システムプライオリティは 32768です。MACアドレスは、バックプレーンプールから自動的に

割り当てられます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

パラメータは、システムのシステムMACアドレスおよびプライオリティです。MACアドレス
は、システムに一意である必要があります（パートナーシステムと一致する場合、LACPネゴシ
エーションは失敗します）。MACアドレスの組み合わせおよび設定されたシステムプライオリ
ティによって、LACPバンドルのプライオリティが決まります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、LACPシステムのMACアドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)lacp system mac 000c.15c0.bd15
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mlacp reset priority
mlacpメンバの運用上の優先度を設定されたmLACP優先度にリセットするには、EXECモードで
mlacp reset priorityコマンドを使用します。

mlacp reset priority bundle-ether interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンスまたは仮想インターフェ

イスインスタンスを指定します。

bundle-ether interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。Release 4.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

このコマンドは、集約イーサネットインターフェイス専用です。コマンドは、ブルートフォース

スイッチオーバーが採用されている場合は使用できません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executebundle

___________________
例 次の例では、mlacp reset priorityコマンドの使用方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router #mlacp reset priority bundle-ether 10
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mlacp switchback
指定したバンドルのローカル mlacpデバイスにスイッチバックを強制するには、バンドルイン
ターフェイスコンフィギュレーションモードで mlacp switchbackコマンドを使用します。

mlacp switchback interface interface-path-id [ at |in | no prompt ]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンスまたは仮想インターフェイスイ

ンスタンスを指定します。

interface interface-path-id

将来の日時に対して動作をスケジューリングします。at

指定した遅延に対して動作をスケジュールします。in

プロンプトなしでコマンドの実行を試行します。no prompt

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。Release 4.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

read, writeinterface
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___________________
例 次に、指定した日時に bundle-etherインターフェイスで動作をスケジューリングする例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router#mlacp switchback bundle-ether 20 at march 21 08:30:10
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mlacp switchover maximize
バンドルのリンクまたは帯域幅の最大数を設定するには、バンドルインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードで mlacp switchover maximizeコマンドを使用します。

mlacp switchover maximize { links | bandwidth }[threshold value]

___________________
構文の説明

リンクの総数に対して実行リンクを比較します。links

総帯域幅に対して使用可能な帯域幅を比較します。bandwidth

ピアに使用可能なリンク/帯域幅がさらにある場合、そのピアに切り替えるし
きい値を設定します。

threshold

• linksキーワードを指定した場合、この数を下回ると、使用可能なリンク
がある場合にピアにデバイスが切り替えられるリンクの最小数を設定し

ます。指定できる範囲は、1～ 64です。

• bandwidthキーワードを指定した場合、この帯域幅を下回ると、使用可能
な帯域幅がある場合にピアにデバイスが切り替えられるリンクの最小帯

域幅（kbps）を設定します。範囲は 1～ 4294967295です。

value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード バンドルインターフェイスコンフィギュレーション。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

このコマンドを使用すると、アクティブなデバイスがバンドルのほとんどの帯域幅または最大リ

ンクを占める場合に、スイッチオーバーが行われるようにすることができます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

read, writeinterface

___________________
例 次に、リンクを最大限にする方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#interface bundle-ether 10 mlacp switchover maximize links
threshold 20
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mlacp switchover type
デフォルト以外のスイッチオーバー方法を指定するには、バンドルインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードで mlacp switchover typeコマンドを使用します。

mlacp switchover type [ brute-force | revertive ]

___________________
構文の説明

すべてのローカルメンバリンクのディセーブル化によって強制的にス

イッチオーバーを実行します。

brute-force

設定されたプライオリティ値に基づいて元に戻します。revertive

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのスイッチオーバータイプは非リバーティブです。

___________________
コマンドモード バンドルインターフェイスコンフィギュレーション。

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

brute-forceおよび revertiveオプションは相互に排他的で、値は両方の POAのバンドルで一致さ
せる必要があります。これらにより、動的プライオリティ管理またはブルートフォースメカニ

ズムが使用されるかどうか、および動作がリバーティブであるか非リバーティブであるかが決ま

ります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、bundle-etherインターフェイスのすべてのローカルメンバリンクをディセーブルにしてス

イッチオーバーを強制する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#mlacp switchover type brute-force
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mtu
インターフェイス上のパケットの最大伝送単位（MTU）値を調整するには、インターフェイスコ
ンフィギュレーションモードでmtuコマンドを使用します。インターフェイスを、このインター
フェイスタイプのデフォルトのMTUに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

mtu bytes

no mtu

___________________
構文の説明

レイヤ 2フレームの最大バイト数。有効値の範囲は 64～ 65535です。bytes

___________________
コマンドデフォルト 各インターフェイスのデフォルトのMTUは次のとおりです。

•イーサネット：1514バイト

• POS：4474バイト

•トンネル：1500バイト

•ループバック：1514バイト

• ATM：4470バイト

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

mtuコマンドを使用して、インターフェイスの特定のMTU値を設定するか、または no mtuコマ
ンドを使用して、インターフェイスをそのインターフェイスタイプのデフォルトのMTU値に戻
します。MTU値は mtuコマンドを使用して増減できますが、そのインターフェイスタイプの最
小および最大MTU値による制約を受けます。
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MTU値を設定しないと、各インターフェイスは、そのインターフェイスタイプに固有のデフォ
ルトのMTU値を使用します。デフォルトのMTU値は、通常はそのインターフェイスタイプで
設定可能なレイヤ 2フレームの最大サイズです。

atmインターフェイスのデフォルトまたは設定されたMTU値には、L2ヘッダーが含まれます。

MTUサイズは、SNAP（8バイト）/MUX（0）/NLPID（2）ヘッダーまたは AAL5 SDUを含む L2
ヘッダーで構成されます。 AAL5 SDUには、L3データグラムとオプションの論理リンク制御/サ
ブネットワークアクセスプロトコル（LLC/SNAP）ヘッダーが含まれます。

イーサネットインターフェイスは、レイヤ 3データグラム + 14バイトです。 ATMメインイン
ターフェイスでは、MTUは L3データグラム + 0バイトです。

ATM L3サブインターフェイスでは、mtuは次のとおりです。

• SNAP：L3データグラム + 8バイト

• NLPID：L3データグラム + 2バイト

• MUX：L3データグラム + 0バイト

• pvcがサブインターフェイスで設定されていない場合：L3データグラム + 0バイト

show interfacesコマンドを使用して、MTU値が変更されたかどうかを確認することができます。
show interfacesコマンド出力により、各インターフェイスのMTUサイズがMTU（byte）フィー
ルドに表示されます。表示されるMTUサイズに、各カプセル化タイプに使用するレイヤ2のヘッ
ダーバイトが含まれることに注意してください。

show interfacesコマンドを使用して、MTU値が変更されたかどうかを確認することができま
す。 show interfacesコマンド出力により、各インターフェイスのMTUサイズがMTU（byte）
フィールドに表示されます。表示されるMTUサイズに、各カプセル化タイプに使用するレイ
ヤ 2のヘッダーバイトが含まれることに注意してください。

（注）

プロトコルに固有の一部の設定はインターフェイスのMTUを上書きできますが、インター
フェイスでMTUを変更すると、そのインターフェイスで設定されているプロトコルとカプセ
ル化の変更がトリガーされます。たとえば、インターフェイスのMTUの設定を明確に変更し
ても IP MTUの設定には影響を与えませんが、そのノード上のMTUに影響を与えることがあ
ります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次の例では、すべてのインターフェイスのMTU値が確認されます。MTU値は、最後から 2番目

の列に表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces all brief

Intf Intf LineP Encap MTU BW
Name State State Type (byte) (Kbps)

--------------------------------------------------------------------------------
Nu0 up up Null 1500 Unknown

PO6/0/0/0 up up HDLC 4474 2488320
PO6/0/0/1 up up HDLC 4474 2488320
PO6/0/0/2 admin-down admin-down HDLC 4474 2488320
PO6/0/0/3 admin-down admin-down HDLC 4474 2488320

Mg0/RSP0/CPU0/0 up up ARPA 1514 100000

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 6/0/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mtu 1000

mtuコマンドを使用して、6/0/0/0に置かれた POSインターフェイスのMTUレイヤ 2フレームの
サイズを 1000バイトに下げたあとに、show interfaces all briefコマンドをもう一度使用して、レ
イヤ 2フレームのサイズが変更されたことを確認します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces all brief

Intf Intf LineP Encap MTU BW
Name State State Type (byte) (Kbps)

--------------------------------------------------------------------------------
Nu0 up up Null 1500 Unknown

PO6/0/0/0 up up HDLC 1000 2488320
PO6/0/0/1 up up HDLC 4474 2488320
PO6/0/0/2 admin-down admin-down HDLC 4474 2488320
PO6/0/0/3 admin-down admin-down HDLC 4474 2488320

Mg0/RSP0/CPU0/0 up up ARPA 1514 100000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスをディセーブルにします（インターフェ

イスの管理上のダウンを強制）。

shutdown（グローバル）,（594ページ）
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show im dampening
ダンプニングが設定されているすべてのインターフェイスのステートを表示するには、EXECモー
ドで show im dampeningコマンドを使用します。

show im dampening [interface type| ifhandle handle]

___________________
構文の説明

（任意）インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オ
ンラインヘルプ機能を使用します。

interface type

（任意）IMのダンプニング情報を表示する capsノードを識別しま
す。

ifhandle handle

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスを指定しないと、ダンプニングされたすべてのインターフェイスの簡単な説明

が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスを指定しないと、ダンプニングされたすべてのインターフェイスの簡単な説明

が表示されます。

物理ハードウェア（レイヤ 1）が、ステートを変更できるインターフェイスの唯一の部分という
わけではありません。 L2キープアライブ障害イベントは、基礎となるインターフェイスステー
トが UPの場合にも、ルーティングプロトコルに同様の影響を与える可能性がある多くのインス
タンスの 1つです。このようなイベントを考慮するために、ダンプニングはインターフェイスで
設定される場合、各レイヤに別々に適用されます。これらはすべてインターフェイスと同じパラ

メータを使用しますが、そのレイヤの状態が変化した場合に増分する独自のペナルティ値があり

ます。
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このようにダンプニングされる可能性があるカプセル化は、次を含みます。

•断続的なパケット損失などのイベントによりキープアライブが受信されなかった場合にフ
ラップする可能性がある、HDLCや PPPなどの L2ベースキャップ。

• L3カプセル化（ipv4、ipv6など）。これらは、別のリンクに競合する IPアドレスが設定さ
れている場合、ダウンする可能性があります。

• IPCPなどの PPPコントロールプロトコルの場合のように、ピアルータとのネゴシエーショ
ンが行われる他の場所。ネゴシエーションに失敗すると、キャップはダウンします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、デフォルト値を使用して発行した show im dampeningコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/4/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no shutdown
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# dampening
RP/0/RSP0/CPU0:router# show im dampening

Interface Proto Caps Penalty Suppressed

--------- ----- ---- ----------------
POS0/4/0/3 0 0 0 NO

RP/0/RSP0/CPU0:router# show im dampening interface POS 0/4/0/3

POS0/4/0/3 (0x05000d00)
Dampening enabled: penalty 0, not suppressed
underlying state: Up
half_life: 1 reuse: 750
suppress: 3000 max-suppress-time: 4

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces POS 0/4/0/3

POS0/4/0/3 is up, line protocol is down
Dampening enabled: penalty 0, not suppressed
half_life: 1 reuse: 750
suppress: 3000 max-suppress-time: 4

Hardware is Packet-over-SONET
Description: ensoft-gsr5 POS 4\2
Internet address is Unknown
MTU 4474 bytes, BW 155520 Kbit

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, crc 16, controller loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last clearing of "show interface" counters never
30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
30 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
48 packets output, 1504 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
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0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

次の出力例は、PPPベースキャップおよび IPCPを含む POSインターフェイスを示します。 show
im dampening interface <ifname>の後続の出力には、次のような独自のペナルティがあるカプセ
ル化テーブルが含まれます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show im dampening

Interface Protocol Capsulation Pen Sup
--------------------------- ------------------ -------------------- ----- ---
GigabitEthernet0/0/0/0 629 NO
GigabitEthernet0/0/0/1 2389 YES
POS0/2/0/0 0 NO
POS0/2/0/0 <base> ppp 0 NO
POS0/2/0/0 ipv4 ipcp 0 NO

RP/0/RSP0/CPU0:router# show im dampening interface TenGigaE 0/1/0/0

TenGigE 0/1/0/0 (0x01180020)
Dampening enabled: Penalty 1625, SUPPRESSED (42 secs remaining)
Underlying state: Down
half-life: 1 reuse: 1000
suppress: 1500 max-suppress-time: 4

Protocol Capsulation Pen Suppression U-L State
-------------- ------------------ ----- --------------------- -------------
ipv6 ipv6 1625 YES 42s remaining Down

ダンプニングは、インターフェイスで設定される場合、そのインターフェイスのすべてのカプ

セル化にも別々に適用されます。たとえば、インターフェイスがアップ状態の間にキープア

ライブが失敗した場合、pppまたは hdlcベースキャップ状態はフラップすることがあります。
show imdampening interfaceコマンドには、前の例の POSインターフェイスで示したように、
インターフェイス自体と同様、このようなカプセル化ごとに 1行が含まれます。

（注）

表 31：show im dampening のフィールドの説明

説明フィールド

not suppressed、suppressedなどのダンプニング
ステートとペナルティ値を示します。

Dampening

up、down、administratively downなどの基礎と
なるインターフェイスステート（インターフェ

イスが「シャットダウン」に設定されている場

合）。

underlying state

これは、インターフェイスが UPから DOWN
に移行するときに、インターフェイスのペナル

ティが元のペナルティ（1000）の半分になる時
間です（分単位）。範囲は 1～ 45分です。デ
フォルト値は 1です。

half_life
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説明フィールド

ペナルティ値がこの値を下回ると、安定してい

るインターフェイスの抑制が解除されます。範

囲は 1～ 20000です。デフォルト値は 750で
す。

reuse

ペナルティ値がこの値を超えると、不安定なイ

ンターフェイスが抑制されます。範囲は 1～
20000です。デフォルト値は 2000です。

suppress

インターフェイスを抑制できる期間の最大値

（分単位）。デフォルトは 4分です。
max-suppress-time

___________________
関連コマンド 説明コマンド

イベントダンプニングをオンにします。dampening, （561ページ）

インターフェイスをディセーブルにします（インター

フェイスの管理上のダウンを強制）。

shutdown（グローバル）,（594ページ）
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show interfaces
ルータで設定されたすべてのインターフェイスまたは特定のノードの統計情報を表示するには、

EXECモードで show interfacesコマンドを使用します。

show interfaces [type interface-path-id| all| local| location node-id] [accounting| brief| detail| summary]

___________________
構文の説明

（任意）統計情報を表示するインターフェイスのタイプを指定します。詳細

については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。
type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）すべてのインターフェイスのインターフェイス情報を表示します。

これはデフォルトです。

all

（任意）ローカルカードのすべてのインターフェイスのインターフェイス情

報を表示します。

local

（任意）指定のノード上のすべてのインターフェイスに関する情報を表示し

ます。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。
location node-id

（任意）インターフェイスを介して送信された各プロトコルタイプのパケッ

ト数を表示します。

accounting

（任意）各インターフェイスの簡単な情報を表示します（インターフェイス

1つあたり 1行）。
brief

（任意）各インターフェイスの詳細な情報を表示します。これはデフォルト

です。

detail

（任意）インターフェイスタイプごとにインターフェイス情報のサマリーを

表示します。

summary

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

err-disableインターフェイスステートが、管理上シャットダウン
されたバンドルメンバリンクの可能なインターフェイスステート

出力値として追加されました。

リリース 3.9.0

Bundle-POSおよび CEMインターフェイスのサポートが含まれま
した。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show interfacesコマンドは、ネットワークインターフェイスの統計情報を表示します。結果に
は、インターフェイスプロセッサがスロットの順に表示されます。

たとえば、インターフェイスタイプを指定しないで show interfacesコマンドを入力すると、ネッ
トワーキングデバイスにインストールされているすべてのインターフェイスの情報が表示されま

す。インターフェイスの type、slot、およびport引数を指定した場合に限り、特定のインターフェ
イスの情報を表示できます。

ネットワーキングデバイスから削除されたインターフェイスタイプについて show interfacesコマ
ンドを入力すると、エラーメッセージ「Interface not found.」が表示されます。

表示される出力は、インターフェイスが設定されているネットワークによって異なります。

Cisco IOS XR Release 3.9.0から、バンドルインターフェイスシャットダウンすると、メンバリン
クは err-disable link interface状態および admin-down line protocol状態になります。

Cisco IOSXRリリース 4.2.0以降、Bundle-POSインターフェイスタイプがサポートされています。

5分の入力および出力レートは、指定された 5分間における 1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。これらのレートは、5分という時間定数を使用して指数の
重み付けを適用した平均値です。この平均値が該当期間中の均一なトラフィックストリーム

について瞬間速度の 2%以内に収まるまでに、この時間定数の 4倍の期間が経過する必要があ
ります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface
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___________________
例 次に、show interfacesコマンドの出力例を示します。表示される出力は、ネットワーキングデバ

イス内のインターフェイスカードのタイプと数によって異なります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces tenGigE 0/0/0/1

TenGigE0/0/0/1 is administratively down, line protocol is administratively down
Hardware is TenGigE, address is 0800.4539.d909 (bia 0800.4539.d909)
Description: user defined string
Internet address is Unknown
MTU 1514 bytes, BW 10000000 Kbit

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255
Encapsulation ARPA,
Full-duplex, 10000Mb/s, LR
output flow control is off, input flow control is off
loopback not set
ARP type ARPA, ARP timeout 01:00:00
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets

0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
0 carrier transitions

次の例に、バンドルインターフェイスが shutdownコマンドを使用して管理上シャットダウンさ
れた後、リンクインターフェイスステータスが「err-disable」、およびラインプロトコルステー
トが「admin-down」のバンドルメンバリンクを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces brief

Thu May 6 06:30:55.797 DST

Intf Intf LineP Encap MTU BW
Name State State Type (byte) (Kbps)

--------------------------------------------------------------------------------
BE16 admin-down admin-down ARPA 9216 1000000

BE16.160 up up 802.1Q VLAN 9220 1000000
BE16.161 up up 802.1Q VLAN 9220 1000000
BE16.162 up up 802.1Q VLAN 9220 1000000
BE16.163 up up 802.1Q VLAN 9220 1000000

Lo0 up up Loopback 1500 Unknown
Nu0 up up Null 1500 Unknown

tt44190 up up TUNNEL 1500 Unknown
tt44192 up up TUNNEL 1500 Unknown
tt44194 up up TUNNEL 1500 Unknown
tt44196 up up TUNNEL 1500 Unknown

Mg0/RSP0/CPU0/0 up up ARPA 1514 100000
Mg0/RSP0/CPU0/1 admin-down admin-down ARPA 1514 10000

Gi0/1/0/0 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/1 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/2 up up ARPA 9014 1000000
Gi0/1/0/3 up up ARPA 9014 1000000

Gi0/1/0/3.160 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/3.161 up up 802.1Q VLAN 9018 1000000
Gi0/1/0/3.185 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/3.189 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/3.215 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
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Gi0/1/0/4 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/5 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/6 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/7 up up ARPA 9014 1000000

Gi0/1/0/7.185 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/7.187 up up 802.1Q VLAN 9014 1000000
Gi0/1/0/7.189 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/7.210 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/7.211 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/7.215 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000

Gi0/1/0/8 up up ARPA 9014 1000000
Gi0/1/0/9 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/10 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/11 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/12 up up ARPA 9216 1000000
Gi0/1/0/13 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/14 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/15 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/16 up up ARPA 9216 1000000
Gi0/1/0/17 up up ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/18 up up ARPA 9216 1000000
Gi0/1/0/19 up up ARPA 9014 1000000

Gi0/1/0/19.2127 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000
Gi0/1/0/19.2130 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000

Gi0/1/0/20 up up ARPA 9014 1000000
Gi0/1/0/20.2125 up up 802.1Q VLAN 9022 1000000

Gi0/1/0/21 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/22 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/23 up up ARPA 9216 1000000
Gi0/1/0/24 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/25 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/26 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/27 up up ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/28 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/29 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/30 up up ARPA 9014 1000000

Gi0/1/0/30.215 up up 802.1Q VLAN 9018 1000000
Gi0/1/0/31 up up ARPA 9014 1000000
Gi0/1/0/32 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/33 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/34 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/35 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/36 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/37 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/38 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Gi0/1/0/39 admin-down admin-down ARPA 1514 1000000
Te0/4/0/0 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/1 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/2 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/3 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/4 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/5 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/6 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/4/0/7 err-disable admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/6/0/0 admin-down admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/6/0/1 admin-down admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/6/0/2 admin-down admin-down ARPA 1514 10000000
Te0/6/0/3 admin-down admin-down ARPA 1514 10000000

表 32：show interfaces のフィールドの説明

説明フィールド

現在のインターフェイスの名前を表示します。

この例では、インターフェイス名は

TenGigE0/1/0/1です。

Interface name
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説明フィールド

インターフェイスのステートを表示します。こ

の例では、インターフェイスのステートは

administratively downです。

Interface state

レイヤ2のラインプロトコルのステートを表示
します。キープアライブ障害によってレイヤ 2
が停止した場合などには、このフィールドがイ

ンターフェイスステートと異なることがありま

す。

ラインプロトコルステートは、show
ip interfacesコマンドによって表示さ
れるプロトコルステートとは異なり

ます。これは、レイヤ3（IPプロトコ
ル）ではなく、レイヤ2（メディア）
のステートであるからです。

（注）

line protocol state

現在のハードウェアタイプを表示します。Hardware

レイヤ 2のアドレス（イーサネットインター
フェイスではMACアドレス）を表示します。

ハードウェアのアドレスを設定する

には、mac-addressコマンドを入力し
ます。

（注）

address is n.n.n.n/n

インターフェイスの Burned-In Address（BIA;
バーンドインアドレス）を表示します。 BIA
は、インターフェイスのデフォルトの L2
（MAC）アドレスです。

BIAは設定できませ
ん。

（注）

bia

インターフェイスに関連付けられたユーザ定義

の文字列を表示します。

インターフェイスに関連付けられた

説明を設定するには、descriptionコ
マンドを使用します。

（注）

description

インターフェイスのレイヤ 3（IP）アドレスを
表示します。

インターフェイスのインターネット

アドレスを設定するには、ipv4
addressコマンドを使用します。

（注）

Internet address
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説明フィールド

インターフェイスの最大伝送単位（MTU）を表
示します。MTUは、インターフェイスを介し
て送信できる最大パケットサイズです。

MTUフィールドはインターフェイス
のMTUを示します。レイヤ 3レベ
ルの下位のMTU値を設定するには、
mtuコマンドを入力します。

（注）

MTU

インターフェイスの帯域幅を kbps単位で表示
します。

BW

ドロップされない、エラーが発生していないパ

ケットの割合を表示します。

reliabilityは 255を分母とする分数と
して表示されます。

（注）

reliability

インターフェイスからのトラフィックを帯域幅

の割合として示します。

txloadは255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

txload

インターフェイスへのトラフィックを帯域幅の

割合として示します。

rxloadは 255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

rxload

インターフェイスにインストールされたレイヤ

2のカプセル化。
Encapsulation

巡回冗長検査（CRC）の長さをバイト単位で示
します。

CRCはすべてのインターフェイスタ
イプについて表示はされません。

（注）

CRCを設定するには、pos crcコマン
ドを入力します。

（注）

CRC

ハードウェアがループバックするように設定さ

れているかどうかを示します。

ループバックまたはコントローラ

ループバックを設定するには、

loopbackコマンドを入力します。

（注）

loopback or controller loopback
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説明フィールド

設定されているキープアライブ値を秒単位で表

示します。

keepaliveフィールドの値を設定する
には、keepaliveコマンドを入力しま
す。

（注）

keepaliveフィールドは、適用されな
いインターフェイスタイプについて

は表示されません。

（注）

keepalive

リンクの通信方式を表示します。

このフィールドは共有メディアだけ

に表示されます。

（注）

一部のインターフェイスタイプで

は、full-duplexコマンドとhalf-duplex
コマンドを入力して通信方式を設定

できます。

（注）

Duplexity

リンクの速度と帯域幅（Mbps単位）。この
フィールドは、media情報行の他の部分も表示
されている場合に限り表示されます

（「duplexity」と「media type」を参照）。

Speed

インターフェイスのメディアタイプ。Media Type

インターフェイスで出力フロー制御がイネーブ

ルになっているかどうか。

output flow control

「output flow control」を参照してください。input flow control

インターフェイスで使用されている Address
Resolution Protocol（ARP;アドレスレゾリュー
ションプロトコル）タイプ。この値は、ARP
を使用していないインターフェイスタイプには

表示されません。

ARP type

ARPタイムアウト（hours:mins:secs）。この値
は、arp timeoutコマンドを使用して設定できま
す。

ARP timeout

clear counters execコマンドを使用して最後にカ
ウンタをクリアしてからの経過時間

（hours:mins:secs）。

Last clearing of counters
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説明フィールド

最後の 5分間で 1秒あたりに受信したビットお
よびパケットの平均数。インターフェイスが無

差別モードでない場合は、（すべてのネット

ワークトラフィックではなく）送受信したネッ

トワークトラフィックを検知します。

コマンド出力で参照する 5分間は、
このインターフェイスで設定できる

負荷インターバルです。デフォルト

値は 5分です。

（注）

5分の入力は、指定された 5分間にお
ける1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。

このレートは、5分という時間定数を
使用して指数の重み付けを適用した平

均値です。この平均値が該当期間中

の均一なトラフィックストリームに

ついて瞬間速度の 2%以内に収まるま
でに、この時間定数の4倍の期間が経
過する必要があります。

（注）

5 minute input rate

最後の 5分間で 1秒あたりに送信したビットお
よびパケットの平均数。インターフェイスが無

差別モードでない場合は、（すべてのネット

ワークトラフィックではなく）送受信したネッ

トワークトラフィックを検知します。

コマンド出力で参照する 5分間は、
このインターフェイスで設定できる

負荷インターバルです。デフォルト

値は 5分です。

（注）

5分の出力は、指定された 5分間にお
ける1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。

このレートは、5分という時間定数を
使用して指数の重み付けを適用した平

均値です。この平均値が該当期間中

の均一なトラフィックストリームに

ついて瞬間速度の 2%以内に収まるま
でに、この時間定数の4倍の期間が経
過する必要があります。

（注）

5 minute output rate

インターフェイス上で受信され、上位層に正常

に配信されたパケット数。

packets input
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説明フィールド

インターフェイス上で正常に受信されたバイト

の総数。

bytes input

受信後にドロップされたパケットの総数。ここ

には、設定されているQuality of Service（QoS）
またはアクセスコントロールリスト（ACL）
ポリシーが原因でドロップされたパケットも含

まれます。不明なレイヤ3プロトコルによるド
ロップは含まれません。

total input drops

インターフェイスで必要なプロトコルが設定さ

れていなかったために配信できなかったパケッ

トの総数。

drops for unrecognized upper-level protocol

インターフェイスで受信されたレイヤ 2ブロー
ドキャストパケットの総数。これは、入力パ

ケットカウントの総数のサブセットです。

Received broadcast packets

インターフェイスで受信されたレイヤ 2マルチ
キャストパケットの総数。これは、入力パケッ

トカウントの総数のサブセットです。

Received multicast packets

小さすぎて処理できなかった受信パケット数。

これは、入力エラーカウントのサブセットで

す。

runts

大きすぎて処理できなかった受信パケット数。

これは、入力エラーカウントのサブセットで

す。

giants

（入力キューがいっぱいだったために）スロッ

トリングが原因でドロップされたパケット数。

throttles

パリティチェックに失敗したためにドロップさ

れたパケット数。

parity

エラーが含まれていたために配信できない受信

パケットの総数。この値を、エラーが含まれな

いにもかかわらず配信されなかったパケットの

数を示す total input dropsと比較してください。

input errors

CRCチェックに失敗したパケット数。CRC

不良フレームバイトを持つパケット数。frame
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説明フィールド

インターフェイスで発生したオーバランエラー

の数。オーバランは、入力レートがレシーバの

データ処理能力を超えているためにレシーバ

ハードウェアが受信データをハードウェアバッ

ファに送信できない回数を表します。

overrun

無視されたパケットエラーの総数。無視され

たパケットは、インターフェイスハードウェア

に十分な内部バッファがないためにドロップさ

れたパケットです。ブロードキャストストー

ムおよびノイズのバーストによって無視される

パケットの数が増えることがあります。

ignored

インターフェイス上の中断エラーの総数。abort

インターフェイス上で受信され、上位層に正常

に配信されたパケット数。

packets output

インターフェイス上で正常に受信されたバイト

の総数。

bytes output

送信前にドロップされたパケット数。total output drops

インターフェイスで送信されたレイヤ 2ブロー
ドキャストパケットの総数。これは、入力パ

ケットカウントの総数のサブセットです。

Received broadcast packets

インターフェイスで送信されたレイヤ 2マルチ
キャストパケットの総数。これは、入力パケッ

トカウントの総数のサブセットです。

Received multicast packets

入力レートがレシーバのデータ処理能力を超え

たためにレシーバハードウェアが受信データを

ハードウェアバッファに送信できなかった回

数。

output errors

インターフェイスで発生したアンダーランエ

ラーの数。アンダーランは、出力レートがトラ

ンスミッタのデータ処理能力を超えているため

にハードウェアがデータをハードウェアバッ

ファに送信できない回数を表します。

underruns

アップリケエラーの数。applique
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説明フィールド

ハードウェアがリセットされた回数。このイベ

ントのトリガーと効果はハードウェアによって

異なります。

resets

MEMD共有メモリの不足が原因で出力ホールド
キューからパケットが出力されなかった回数。

output buffer failures

出力キューがいっぱいになっているときにメイ

ンメモリに保存されるパケット数。バッファを

メインメモリに切り替えると、出力で輻輳して

いるときのパケットのドロップを防止できま

す。バーストトラフィックでは、この数値は

大きくなります。

output buffers swapped out

シリアルインターフェイスのCarrierDetect（CD;
キャリア検知）信号のステートが変化した回

数。

carrier transitions

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ネットワーキングデバイスで設定されたすべて

のインターフェイスのインターフェイスハード

ウェア統計情報に固有の情報を表示します。

show controller interface
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show mlacp inconsistencies
mlacpの設定の不整合や設定ミスをチェックし、強調表示するには、EXECモードで show mlacp
inconsistenciesコマンドを使用します。

show mlacp inconsistencies

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。Release 4.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、mlacpの不整合を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # show mlacp inconsistencies
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shutdown（グローバル）
インターフェイスをディセーブルにする（インターフェイスを強制的に管理上のダウン状態にす

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 shutdownコマンドを使用します。
シャットダウンされたインターフェイスをイネーブルにするには、このコマンドのno形式を使用
します。

shutdown

no shutdown

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト このインターフェイスはデフォルトではイネーブルになり、シャットダウンを設定した場合に限

りディセーブルになります。

システムにインターフェイスを追加すると、またはインターフェイスのすべての設定が失われ

るか削除されると、インターフェイスを追加したシステムによってインターフェイスがシャッ

トダウンステートになります。

（注）

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスのステートを管理上のダウン状態にするには、shutdownコマンドを使用しま
す。このステートでは、インターフェイスを通過するトラフィックが停止します。このステート

では、設定、プロトコル、カプセル化の変更など、インターフェイス上の他の処理は停止しませ

ん。

shutdownコマンドにより、インターフェイスは使用不可とマーキングされます。インターフェイ
スステートがダウンであるかどうかをチェックするには、EXECモードで show interfacesコマン
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ドを使用すると、インターフェイスの現在のステートが表示されます。シャットダウンされたイ

ンターフェイスは、show interfacesコマンドの出力に administratively downと表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次の例では、POSインターフェイス 0/4/0/2をオフにします。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/4/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# shutdown

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべて

のインターフェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）

IPv4インターフェイスのステータスと設定を表
示します。

show ip interface
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの内部イーサ
ネット制御ネットワークコマンド

このモジュールでは、ルータで内部イーサネット制御を設定するためのコマンドラインインター

フェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• clear controller backplane ethernet location statistics, 598 ページ

• show controllers backplane ethernet local brief, 599 ページ

• show controllers backplane ethernet local clients, 601 ページ

• show controllers backplane ethernet local detail, 603 ページ

• show controllers backplane ethernet local multicast groups, 605 ページ

• show controllers backplane ethernet location brief, 607 ページ

• show controllers backplane ethernet location clients, 610 ページ

• show controllers backplane ethernet location detail, 612 ページ

• show controllers backplane ethernet location multicast groups, 616 ページ

• show controllers switch ports, 618 ページ

• show controllers switch stats, 620 ページ
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clear controller backplane ethernet location statistics
制御イーサネットで送受信されるトラフィックの集約統計情報を削除するには、EXECモードで
clear controller backplane ethernet location statisticsコマンドを使用します。

clear controller backplane ethernet location node-id statistics

___________________
構文の説明

コントローラ情報を削除するノードを指定します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

node-id

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、0/1/1のノードのすべてのクライアント統計情報をクリアする方法の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear controller backplane ethernet location 0/1/1 clients all
statistics
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show controllers backplane ethernet local brief
ノードをルータ制御イーサネットに接続するイーサネットインターフェイスについての概略情報

を表示するには、EXECモードで show controllers backplane ethernet local briefコマンドを使用し
ます。

show controllers backplane ethernet local brief

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet local briefコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet local brief

FastEthernet0_RP1_0 (local) is up, MTU 1514 bytes
561688 packets input, 53760372 bytes
683424 packets output, 216565877 bytes

RP/0/RSP0/CPU0:router#

表 33：show controllers backplane ethernet local brief のフィールドの説明

説明フィールド

特定のインターフェイスで処理できる最大パ

ケットサイズ（バイト単位）。

MTU

受信されたパケットの合計数。packets input

送信されたパケットの合計数。packets output
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

show controllers backplane ethernet local clients, （601
ページ）

show controllers backplane ethernet local detail, （603
ページ）

ルータのアクティブなインターフェイスに

よって現在使用されているすべてのマルチ

キャストアドレスを表示します。

show controllers backplane ethernet local multicast groups,
（605ページ）
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show controllers backplane ethernet local clients
ローカルクライアントアプリケーションについて情報を表示するには、EXECモードで show
controllers backplane ethernet local clientsコマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet local clients {client-id statistics| all}

___________________
構文の説明

指定したクライアント IDのクライアント統計情報のリストを表示しま
す。範囲は 1～ 22です。

client-id statistics

すべてのクライアントアプリケーションとその IDのリストを表示しま
す。

all

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet local clientsコマンドの出力例を示します。クライアン

ト ID 1のクライアント統計情報のリストが表示されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet local clients 1 statistics

Client QNET, ES Client Id 1, PID 20498 running on FastEthernet0_33_1
490915 packets input, 41918238 bytes
490912 packets delivered,41918120 bytes
0 packets discarded (0 bytes) in garbage collection
0 (0 bytes) unicast packets filtered
0 (0 bytes) multicast packets filtered
0 (0 bytes) buffer mgmt policy discards
555660 packets output, 134265364 bytes, 0 could not be transmitted
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表 34：show controllers backplane ethernet local clients のフィールドの説明

説明フィールド

クライアントアプリケーションの名前と ID、
およびバックプレーンクライアントアプリケー

ションの統計情報。

Client

プロセス ID。PID

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ノードをルータ制御イーサネットに接続するイーサ

ネットインターフェイスについての概略情報を表示

します。

show controllers backplane ethernet local brief,
（599ページ）

show controllers backplane ethernet local detail,
（603ページ）

ルータのアクティブなインターフェイスによって現

在使用されているすべてのマルチキャストアドレス

を表示します。

show controllers backplane ethernet local multicast
groups, （605ページ）
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show controllers backplane ethernet local detail
ノードをルータ制御イーサネットに接続するイーサネットインターフェイスについての詳細情報

を表示するには、EXECモードで show controllers backplane ethernet local detailコマンドを使用し
ます。

show controllers backplane ethernet local detail

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet local detailコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet local detail

FastEthernet0_33_1 is up
Hardware is 10/100 Ethernet, H/W address is 5246.4800.0211
Internet address is 10.0.2.17
MTU 1514 bytes
Encapsulation HFRIES (HFR Internal Ethernet Server)
Mode : Full Duplex, Rate : 100Mb/s
787486 packets input, 64535218 bytes, 0 total input drops
0 packets discarded (0 bytes) in garbage collection
3 packets discarded (582 bytes) in recv processing
Received 8 broadcast packets, 285994 multicast packets
Input errors: 0 CRC, 0 overrun, 0 alignment, 0 length, 0 collision
682244 packets output, 157245225 bytes, 0 total output drops
Output 42649 broadcast packets, 42649 multicast packets
Output errors: 0 underruns, 0 aborts, 0 loss of carrier
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表 35：show controllers backplane ethernet local detail のフィールドの説明

説明フィールド

ハードウェアタイプおよびハードウェアアド

レスを指定します。

Hardware

インターフェイスの IPアドレス。Internet address

特定のインターフェイスで処理できる最大パ

ケットサイズ（バイト単位）。

MTU

インターフェイスに割り当てられているカプセ

ル化方式。

Encapsulation

インターフェイスの動作モードおよび送信デー

タ。

Mode

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ノードをルータ制御イーサネットに接続するイーサ

ネットインターフェイスについての概略情報を表示

します。

show controllers backplane ethernet local brief,
（599ページ）

show controllers backplane ethernet local clients,
（601ページ）

ルータのアクティブなインターフェイスによって現

在使用されているすべてのマルチキャストアドレス

を表示します。

show controllers backplane ethernet local multicast
groups, （605ページ）
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show controllers backplane ethernet local multicast groups
ルータのアクティブなインターフェイスによって現在使用されているすべてのマルチキャストア

ドレスを表示するには、EXECモードで show controllers backplane ethernet local multicast groups
コマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet local multicast groups

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet local multicast groupsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet local multicast groups

Intf Multicast Client registered for this address
Name address Id Name

------------------------------------------------------------------------------
FastEthernet0_RP1_CPU0 0100.0000.0064 2 GSP

0100.0000.0065 2 GSP
0100.0000.0066 2 GSP
0100.0000.0068 2 GSP
0100.0000.006a 2 GSP
0100.0000.006c 2 GSP
0100.0000.006e 2 GSP
0100.0000.0070 2 GSP
0100.0000.0072 2 GSP
0100.0000.2774 2 GSP
0100.0000.2775 2 GSP
0100.0000.2776 2 GSP
0100.0000.2778 2 GSP
0100.0000.277a 2 GSP
0100.0000.277c 2 GSP
0100.0000.277e 2 GSP
0100.0000.2780 2 GSP
0100.0000.2782 2 GSP
0100.0000.2784 2 GSP
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0100.0000.2786 2 GSP
--More--

表 36：show controllers backplane ethernet local multicast groups のフィールドの説明

説明フィールド

マルチキャストアドレスが表示されているイン

ターフェイスを識別します。

マルチキャストアドレスは、複数の

ネットワークデバイスを参照する単

一のアドレスです。

（注）

Intf Name

指定したインターフェイスに関連付けられてい

るマルチキャストアドレス。

マルチキャストアドレスは、複数の

ネットワークデバイスを参照する単

一のアドレスです。

（注）

Multicast address

クライアント ID。ID

クライアントアプリケーションの名前。Name

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ノードをルータ制御イーサネットに接続す

るイーサネットインターフェイスについて

の概略情報を表示します。

show controllers backplane ethernet local brief, （599ペー
ジ）

show controllers backplane ethernet local clients, （601
ページ）

show controllers backplane ethernet local detail, （603
ページ）
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show controllers backplane ethernet location brief
特定の場所のバックプレーンイーサネットインターフェイスについての概略情報を表示するに

は、EXECモードで show controllers backplane ethernet location briefコマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet location node-id brief

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet location briefコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet location 0/1/0 brief

FastEthernet0_0_CPU0 (local) is up, MTU 1514 bytes
57569 packets input, 5999749 bytes
36963 packets output, 4105673 bytes

RP/0/RSP0/CPU0:router#

表 37：show controllers backplane ethernet location brief のフィールドの説明

説明フィールド

特定のインターフェイスで処理できる最大パ

ケットサイズ（バイト単位）。

MTU

受信されたパケットの合計数。packets input

送信されたパケットの合計数。packets output
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説明フィールド

インターフェイスが受信したエラーの数を表示

します。着信セルがドロップされると、または

壊れていると、入力エラーが発生します。可能

性のある入力エラーは次のとおりです。

• CRC：受信データから計算されたチェック
サムが、送信されたデータに含まれる

チェックサムと一致しなかった回数。

• overrun：入力レートがレシーバのデータ処
理能力を超えたために、レシーバハード

ウェアが受信データをハードウェアバッ

ファに送信できなかった回数。

• alignment：受信した非オクテットの数。

• length：ASICで最大伝送単位（MTU）サ
イズのオーバーランが発生するのをイン

ターフェイスが防いだ回数。

• collision：イーサネットの衝突のために再
送信されたメッセージの数。

Input errors

システムが送信したメッセージの総数packets output

システムによって送信されたエラーのないパ

ケットの合計バイト数。データとMACカプセ
ル化を含みます。

bytes

出力キューがいっぱいだったためにキューから

ドロップされたパケットの合計数。

total output drops

インターフェイスによって送信されたブロード

キャストパケットおよびマルチキャストパケッ

トの合計数。

Output
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説明フィールド

インターフェイスが送信したエラーの数を表示

します。送信セルがドロップされると、または

壊れていると、出力エラーが発生します。可能

性のある出力エラーは次のとおりです。

• underruns：近端のレシーバの処理速度より
遠端のトランスミッタの動作速度が速かっ

た回数。

• aborts：インターフェイスでの 1ビットの
不正シーケンスの数。

• loss of carrier：インターフェイスのキャリ
ア検知回線はアップしていたが、回線プロ

トコルがダウンしていたために、インター

フェイスがリセットされた回数。

Output errors

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の場所のクライアントアプリケーションについ

ての情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
clients, （610ページ）

特定の場所のバックプレーンインターフェイスにつ

いての詳細情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
detail, （612ページ）
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show controllers backplane ethernet location clients
特定の場所のクライアントアプリケーションについての情報を表示するには、EXECモードで
show controllers backplane ethernet location clientsコマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet location node-id clients client-id {statistics| all}

___________________
構文の説明

情報を表示するローカルクライアントアプリケーションのノードを指定

します。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

node-idを取得するには、show platformコマンドを使用し
ます

（注）

node-id

指定したクライアント IDのクライアント統計情報のリストを表示します。
範囲は 1～ 22です。

client-id statistics

すべてのクライアントアプリケーションとその IDのリストを表示しま
す。

client-id all

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet location clientsコマンドの出力例を示します。バックプ

レーンクライアントアプリケーションの統計情報についての詳細情報が表示されています。

RP/0/RSP1/CPU0:router# show controllers backplane ethernet location 0/0/CPU0 clients all

Intf Client ethernet Client Description
Name server id Process Id

------------------------------------------------------------------------------
FE0_0_CPU0 1 12307 QNX network manager
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2 28726 Group services
3 0 Reserved for Attach
4 0 Plugin controller
5 0 Designated SC
6 0 HFR H/W diags
7 0 IP packet handler
8 16415 Redundancy controller
9 0 HFR Virtual console
10 12312 HFR Virtual terminal
11 12305 Control ethernet echo
12 0 Control eth echo reply
13 0 Card Configuration Protocol
14 0 Reserved for Attach
15 0 Chassis controller
16 0 Forwarding driver
17 16414 MBI hello
18 0 MBI Boot Server Source
19 0 HSR ES client
20 0 Test application 1
21 0 Test application 2
22 0 Test client out-of-band

表 38：show controllers backplane ethernet location clients のフィールドの説明

説明フィールド

イーサネットインターフェイスを識別します。Intf Name

指定したインターフェイスのイーサネットサー

バを識別します。

Client ethernet server id

指定したインターフェイスで動作しているクラ

イアントプロセスを識別します。

Client process id

バックプレーンクライアントアプリケーショ

ンについて説明します。

Description

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の場所のバックプレーンイーサネットインター

フェイスについての概略情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
brief, （607ページ）

特定の場所のバックプレーンインターフェイスにつ

いての詳細情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
detail, （612ページ）
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show controllers backplane ethernet location detail
特定の場所のバックプレーンインターフェイスについての詳細情報を表示するには、EXECモー
ドで show controllers backplane ethernet location detailコマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet location node-id detail

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet location detailコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet location 0/1/0 detail

FastEthernet0_1_0 is up
Hardware is 10/100 Ethernet, H/W address is 5246.4800.0010
Internet address is 10.0.0.16
MTU 1514 bytes
Encapsulation HFRIES (HFR Internal Ethernet Server)
Mode : Full Duplex, Rate : 100Mb/s
426422 packets input, 0 bytes, 1 total input drops
14170 packets discarded (935122 bytes) in garbage collection
16 packets discarded (5344 bytes) in recv processing
Received 0 broadcast packets, 0 multicast packets
Input errors: 0 CRC, 0 overrun, 0 alignment, 0 length, 0 collision
440272 packets output, 0 bytes, 0 total output drops
Output 0 broadcast packets, 0 multicast packets
Output errors: 0 underruns, 0 aborts, 0 loss of carrier
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表 39：show controllers backplane ethernet location detail のフィールドの説明

説明フィールド

ハードウェアタイプおよびハードウェアアド

レスを指定します。

Hardware

インターフェイスの IPアドレス。Internet address

特定のインターフェイスで処理できる最大パ

ケットサイズ（バイト単位）。

MTU

インターフェイスに割り当てられているカプセ

ル化方式。

Encapsulation

インターフェイスの動作モードおよび送信デー

タ。

Mode

受信されたパケットの合計数。packets input

システムが受信したエラーのないパケットの合

計バイト数（データおよびMAC（メディアア
クセスコントロール）カプセル化など）。

bytes

入力キューがいっぱいだったためにキューから

ドロップされたパケットの合計数。

total input drops

廃棄されたパケットおよびバイトの数。packets discarded in garbage collection

廃棄されたパケットおよびバイトの数。packets discarded in recv processing

インターフェイスによって受信されたブロード

キャストパケットおよびマルチキャストパケッ

トの合計数。

Received broadcast packets and multicast packets
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説明フィールド

インターフェイスが受信したエラーの数を表示

します。着信セルがドロップされると、または

壊れていると、入力エラーが発生します。可能

性のある入力エラーは次のとおりです。

• CRC：受信データから計算されたチェック
サムが、送信されたデータに含まれる

チェックサムと一致しなかった回数。

• overrun：入力レートがレシーバのデータ処
理能力を超えたために、レシーバハード

ウェアが受信データをハードウェアバッ

ファに送信できなかった回数。

• alignment：受信した非オクテットの数。

• length：ASICで最大伝送単位（MTU）サ
イズのオーバーランが発生するのをイン

ターフェイスが防いだ回数。

• collision：イーサネットの衝突のために再
送信されたメッセージの数。

Input errors

システムが送信したメッセージの総数packets output

システムによって送信されたエラーのないパ

ケットの合計バイト数。データとMACカプセ
ル化を含みます。

bytes

出力キューがいっぱいだったためにキューから

ドロップされたパケットの合計数。

total output drops

インターフェイスによって送信されたブロード

キャストパケットおよびマルチキャストパケッ

トの合計数。

Output
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説明フィールド

インターフェイスが送信したエラーの数を表示

します。送信セルがドロップされると、または

壊れていると、出力エラーが発生します。可能

性のある出力エラーは次のとおりです。

• underruns：近端のレシーバの処理速度より
遠端のトランスミッタの動作速度が速かっ

た回数。

• aborts：インターフェイスでの 1ビットの
不正シーケンスの数。

• loss of carrier：インターフェイスのキャリ
ア検知回線はアップしていたが、回線プロ

トコルがダウンしていたために、インター

フェイスがリセットされた回数。

Output errors

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の場所のバックプレーンイーサネットインター

フェイスについての概略情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
brief, （607ページ）

特定の場所のクライアントアプリケーションについ

ての情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
clients, （610ページ）
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show controllers backplane ethernet location multicast groups
特定の場所のマルチキャストグループに含まれるバックプレーンインターフェイスについての情

報を表示するには、EXECモードで show controllers backplane ethernet location multicast groups
コマンドを使用します。

show controllers backplane ethernet location multicast groups

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers backplane ethernet locationmulticast groupsコマンドの出力例を示します。

バックプレーンインターフェイスについての詳細情報が表示されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers backplane ethernet location multicast groups

Intf Multicast Client registered for this address
Name address Id Name

------------------------------------------------------------------------------
FastEthernet0_2_CPU0 0100.0000.0064 2 GSP

0100.0000.0065 2 GSP
0100.0000.0066 2 GSP
0100.0000.0068 2 GSP
0100.0000.006a 2 GSP
0100.0000.006c 2 GSP
0100.0000.006e 2 GSP
0100.0000.0071 2 GSP
0100.0000.2774 2 GSP
0100.0000.2775 2 GSP
0100.0000.2776 2 GSP
0100.0000.2778 2 GSP
0100.0000.277a 2 GSP
0100.0000.2782 2 GSP
0100.0000.278a 2 GSP
0100.0000.2796 2 GSP
0100.0000.2798 2 GSP
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表 40：show controllers backplane ethernet location multicast groups のフィールドの説明

説明フィールド

マルチキャストアドレスが表示されているイン

ターフェイスを識別します。

マルチキャストアドレスは、複数の

ネットワークデバイスを参照する単

一のアドレスです。

（注）

Intf Name

指定したインターフェイスに関連付けられてい

るマルチキャストアドレス。

マルチキャストアドレスは、複数の

ネットワークデバイスを参照する単

一のアドレスです。

（注）

Multicast address

クライアント ID。ID

クライアントアプリケーションの名前。Name

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の場所のバックプレーンイーサネットインター

フェイスについての概略情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
brief, （607ページ）

特定の場所のクライアントアプリケーションについ

ての情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
clients, （610ページ）

特定の場所のバックプレーンインターフェイスにつ

いての詳細情報を表示します。

show controllers backplane ethernet location
detail, （612ページ）
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show controllers switch ports
スイッチポートのステータスを表示するには、EXECモードで show controllers switch portsコマ
ンドを使用します。

show controllers switch {0| 1} ports

___________________
構文の説明

コントローラのインスタンス。{0 | 1}

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、show controllers switch portsコマンドの出力例を示します。スイッチ 0のスイッチコント

ローラポートについてのステータスが表示されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers switch 0 ports

Ports Active on Switch 0
FE Port 2 STP State : FORWARDING (Connected to - 0/RP1)
FE Port 9 STP State : FORWARDING (Connected to - 0/SM0)
FE Port 10 STP State : FORWARDING (Connected to - 0/SM1)
GE Port 2 STP State : FORWARDING

表 41：show controllers switch ports のフィールドの説明

説明フィールド

コントローラのアクティブなスイッチポートを

示します。

Ports Active

FEポートを識別します。FE Port
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説明フィールド

GEポートを識別します。GE Port

スパニングツリープロトコルの状態

（FORWARDINGまたは DISABLED）。
STP State

指定したポートを所有しているノード。Connected to

___________________
関連コマンド 説明コマンド

スイッチコントローラのすべてのポートでの統計情報

を表示します。

show controllers switch stats, （620ページ）
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show controllers switch stats
スイッチコントローラのすべてのポートでの統計情報を表示するには、EXECモードで show
controllers switch statsコマンドを使用します。

show controllers switch {0| 1} stats

___________________
構文の説明

コントローラのインスタンス。{0 | 1}

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、showcontrollers switch statsコマンドの出力例を示します。すべてのポートでのスイッチコ

ントローラの統計情報が表示されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers switch 0 stats

Port 1 : Tx Frames 541417 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 2 : Tx Frames 820214 Tx Errors 0 Rx Frames 707494 Rx Errors 1
Port 3 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 4 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 5 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 6 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 7 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 8 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 9 : Tx Frames 633546 Tx Errors 0 Rx Frames 158250 Rx Errors 2
Port 10 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 11 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 12 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 13 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 14 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
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Port 15 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 16 : Tx Frames 0 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 25 : Tx Frames 541417 Tx Errors 0 Rx Frames 0 Rx Errors 0
Port 26 : Tx Frames 541330 Tx Errors 0 Rx Frames 587917 Rx Errors 0

表 42：show controllers switch stats のフィールドの説明

説明フィールド

スイッチポートから送信されたパケットの数。Tx Frames 541417

送信エラーの数。Tx Errors 0

スイッチポートで受信したパケットの数。Rx Frames 0

受信エラーの数。Rx Errors 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

1つのスイッチポートのステータスを表示します。show controllers switch ports, （618ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの Integrated
Routing and Bridging コマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで Integrated Routing and Bridging（IRB）を
設定するコマンドについて説明します。

• interface bvi, 624 ページ

• routed interface bvi, 627 ページ

• show interfaces bvi, 629 ページ
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interface bvi
ブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）を作成するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードで interface bviコマンドを使用します。 BVIを削除するには、このコマンドの no
形式を使用します。

interface bvi identifier

no interface bvi identifier

___________________
構文の説明 1～65535の BVIインターフェイスの番号。identifier

___________________
コマンドデフォルト BVIインターフェイスは設定されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

BVIは、通常のルーテッドインターフェイスのように動作する、ルータ内の仮想インターフェイ
スです。BVIでブリッジング自体はサポートされませんが、ルータ内の対応するブリッジドメイ
ンからルーテッドインターフェイスへのゲートウェイとして機能します。

設定可能なMACアドレスのサポートとは別に、BVIではレイヤ 3属性だけがサポートされ、次
の特性があります。

• BVIインターフェイスで上書きされていない限り、ローカルシャーシのMACアドレスプー
ルから取得されたMACアドレスを使用します。

• interface bviコマンドを使用してインターフェイスタイプが設定され、ブリッジドドメイン
のセグメントのホストと同じサブネット上にある IPv4または IPv6アドレスを使用します。
BVIは、セカンダリアドレスもサポートします。
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• BVI IDはブリッジドメイン IDとは無関係です。これらの IDは Cisco IOSソフトウェアで
の場合のように相関している必要はありません。

• routed interface bviコマンドを使用して、ブリッジグループに関連付けられます。

•次のインターフェイスコマンドが、BVIでサポートされます。

• arp purge-delay

• arp timeout

• bandwidth（デフォルトは 10 Gbpsであり、BVIのルーティングプロトコルのコストメ
トリックとして使用されます）

• ipv4

• ipv6（Cisco IOS XRリリース 4.1のギガビットイーサネットラインカードだけでサポー
トされます）

• mac-address

• mtu（デフォルトは 1514バイトです）

• shutdown

• BVIは、IPヘルパーアドレッシングおよびセカンダリ IPアドレッシングをサポートします。

指定した BVIのブリッジグループ、ブリッジドメイン、インターフェイスステータス、ライン
プロトコルの状態、およびパケットカウンタを表示するには、show l2vpnbridgedomain（VPLS）
コマンドの show l2vpn bridge domain interface bvi形式を使用します。 BVIがダウンしている理由
を表示するには、detailキーワードオプションを使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、BVIインターフェイスを作成し、IPv4アドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface bvi 50
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 address 10.10.0.4 255.255.255.0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

指定したブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）をブ
リッジドメインに割り当てられたインターフェイスのルーテッ

ドインターフェイスとして関連付けます。

routed interface bvi, （627ページ）
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説明コマンド

指定した BVIのインターフェイスステータス、ラインプロト
コルの状態、およびパケットカウンタを表示します。

show interfaces bvi, （629ページ）

show adjacency

特定のブリッジドメインのブリッジポートに関する情報（接

続回線や疑似回線など）を表示します。

show l2vpn bridge-domain（VPLS）

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

626 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの Integrated Routing and Bridging コマンド
interface bvi



routed interface bvi
指定したブリッジグループ仮想インターフェイス（BVI）をブリッジドメインに割り当てられた
インターフェイスのルーテッドインターフェイスとして関連付けるには、L2VPNブリッジグルー
プブリッジドメインコンフィギュレーションモードで routed interface bviコマンドを使用しま
す。ブリッジドメインに割り当てられたインターフェイスのルーテッドインターフェイスとし

て BVIを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

routed interface bvi identifier

no routed interface bvi identifier

___________________
構文の説明 1～65535の BVIインターフェイスの番号。identifier

___________________
コマンドデフォルト ルーテッドインターフェイスは設定されていません。

___________________
コマンドモード L2VPNブリッジグループブリッジドメインコンフィギュレーションモード（config-l2vpn-bg-bd）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

•任意のブリッジドメインで設定できる BVIは 1つだけです。

•同じ BVIを複数のブリッジドメインで設定できません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writel2vpn
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___________________
例 次に、「IRB」という名前のブリッジドメインの、番号「50」の BVIインターフェイスの関連付

けの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# bridge group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg)# bridge-domain IRB
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)# routed interface bvi 50
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-bg-bd)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BVIインターフェイスを作成します。interface bvi, （624ページ）

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。l2vpn

ブリッジドメインを包含できるようにブリッジグループを作成

し、ブリッジドメインにネットワークインターフェイスを割り

当てます。

bridge group（VPLS）

ブリッジドメインを確立し、L2VPNブリッジグループブリッ
ジドメインコンフィギュレーションモードを開始します。

bridge-domain（VPLS）

指定した BVIのインターフェイスステータス、ラインプロト
コルの状態、およびパケットカウンタを表示します。

show interfaces bvi, （629ページ）

show adjacency

特定のブリッジドメインのブリッジポートに関する情報（接続

回線や疑似回線など）を表示します。

show l2vpn bridge-domain
（VPLS）
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show interfaces bvi
指定した BVIのインターフェイスステータス、ラインプロトコルの状態、およびパケットカウ
ンタを表示するには、EXECモードで show interfaces bviコマンドを使用します。

show interfaces bvi identifier [accounting | brief | description | detail | location location]

___________________
構文の説明 1～65535の BVIインターフェイスの番号。identifier

（任意）インターフェイスを介して送信された各プロトコルタイプのパ

ケット数を表示します。

accounting

（任意）インターフェイスに関するサマリー情報を表示します。brief

（任意）インターフェイスのサマリーステータス情報および説明を表示

します。

description

（任意）インターフェイスに関する詳細情報を表示します。これはデ

フォルトです。

detail

（任意）指定したノードのインターフェイス情報を表示します。 location
引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location location

___________________
コマンドデフォルト （任意）BVIインターフェイスの詳細情報を表示します。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、show interfaces bviコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces bvi 50
Wed Feb 16 16:05:11.508 PST
BVI50 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 3
Hardware is Bridge-Group Virtual Interface, address is 0000.0000.0002
Description: IRB Routed Example
Internet address is 172.16.0.1/24
MTU 9014 bytes, BW 10000000 Kbit (Max: 10000000 Kbit)

reliability 255/255, txload 0/255, rxload 0/255
Encapsulation ARPA, loopback not set,
ARP type ARPA, ARP timeout 04:00:00
Last input 00:00:37, output 00:00:00
Last clearing of "show interface" counters never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

25643 packets input, 1641152 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 broadcast packets, 25445 multicast packets
208 packets output, 9472 bytes, 0 total output drops
Output 8 broadcast packets, 0 multicast packets

表 43：show interfaces bvi のフィールドの説明

説明フィールド

指定したBVIインターフェイスの状態を表示し
ます。xはインターフェイスの番号です。表示
される可能性のある値は、administratively
down、down、または upです。

BVIx is

BVIインターフェイスのラインプロトコルのス
テートを表示します。表示される可能性のある

値は、administratively down、down、または up
です。

ラインプロトコルステートは、show
ip interfacesコマンドによって表示さ
れるプロトコルステートとは異なり

ます。これは、レイヤ3（IPプロトコ
ル）ではなく、レイヤ2（メディア）
のステートであるからです。

（注）

line protocol is

インターフェイスのステートが変更された回数

を表示します。

Interface state transitions:
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説明フィールド

BVIのブリッジグループ仮想インターフェイス
を表示します。

Hardware is

BVIのレイヤ 2 MACアドレス。address is

設定すると、インターフェイスの説明を表示し

ます。

Description:

ドット付き 10進表記の BVIのレイヤ 3 IPアド
レス。

Internet address is n.n.n.n/n

インターフェイスの最大伝送単位（MTU）を表
示します。MTUは、インターフェイスを介し
て送信できる最大パケットサイズです。

デフォルト値は 1514です。

MTU

インターフェイスの現在の帯域幅（kbps）を表
示します。

BW x Kbit

インターフェイスの使用可能な最大帯域幅

（kbps）を表示します。
Max:

ドロップされない、エラーが発生していないパ

ケットの割合を表示します。

reliabilityは 255を分母とする分数と
して表示されます。

（注）

reliability

インターフェイスからのトラフィックを帯域幅

の割合として示します。

txloadは255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

txload

インターフェイスへのトラフィックを帯域幅の

割合として示します。

rxloadは 255を分母とする分数として
表示されます。

（注）

rxload

インターフェイスのレイヤ 2のカプセル化。Encapsulation

ループバックがサポートされないため、BVIで
は「not set」が常に表示されます。

loopback
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説明フィールド

インターフェイスで使用されている Address
Resolution Protocol（ARP;アドレスレゾリュー
ションプロトコル）タイプ。

ARP type

ARPタイムアウト（hours:mins:secsの形式）。
この値は、arp timeoutコマンドを使用して設定
できます。

ARP timeout

インターフェイスによって最後にパケットが正

常に受信され、ルータ上でローカルに処理され

てから経過した時間、分、秒。この情報は、

デッドインターフェイスでいつ障害が発生した

かを把握する場合に役立ちます。

Last input

インターフェイスによって最後にパケットが正

常に送信されてから経過した時間、分、秒。こ

の情報は、デッドインターフェイスでいつ障害

が発生したかを把握する場合に役立ちます。

output

clear counters Execコマンドを使用して最後に
このコマンドのカウンタをクリアしてからの経

過時間（hours:mins:secs）。

Last clearing of "show interface" counters

最後の 5分間で 1秒あたりに受信したビットお
よびパケットの平均数。インターフェイスが無

差別モードでない場合は、（すべてのネット

ワークトラフィックではなく）送受信したネッ

トワークトラフィックを検知します。

コマンド出力で参照する 5分間は、
このインターフェイスで設定できる

負荷インターバルです。デフォルト

値は 5分です。

（注）

5分の入力は、指定された 5分間にお
ける1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。

このレートは、5分という時間定数を
使用して指数の重み付けを適用した平

均値です。この平均値が該当期間中

の均一なトラフィックストリームに

ついて瞬間速度の 2%以内に収まるま
でに、この時間定数の4倍の期間が経
過する必要があります。

（注）

5 minute input rate
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説明フィールド

最後の 5分間で 1秒あたりに送信したビットお
よびパケットの平均数。インターフェイスが無

差別モードでない場合は、（すべてのネット

ワークトラフィックではなく）送受信したネッ

トワークトラフィックを検知します。

コマンド出力で参照する 5分間は、
このインターフェイスで設定できる

負荷インターバルです。デフォルト

値は 5分です。

（注）

5分の出力は、指定された 5分間にお
ける1秒あたりのトラフィック数の概
算値だけとして使用してください。

このレートは、5分という時間定数を
使用して指数の重み付けを適用した平

均値です。この平均値が該当期間中

の均一なトラフィックストリームに

ついて瞬間速度の 2%以内に収まるま
でに、この時間定数の4倍の期間が経
過する必要があります。

（注）

5 minute output rate

インターフェイス上で受信され、上位層に正常

に配信されたパケット数。

packets input

インターフェイスで受信されたバイト数。bytes

受信後にドロップされた有効なパケットの総

数。ここには、設定されているQualityofService
（QoS）またはアクセスコントロールリスト
（ACL）ポリシーが原因でドロップされたパ
ケットも含まれます。不明なレイヤ3プロトコ
ルによるドロップは含まれません。

total input drops

インターフェイスで必要なプロトコルが設定さ

れていなかったために配信できなかったパケッ

トの総数。

drops for unrecognized upper-level protocol

インターフェイスで受信されたレイヤ 2ブロー
ドキャストパケットの総数。これは、入力パ

ケットカウントの総数のサブセットです。

Received x broadcast packets

インターフェイスで受信されたレイヤ 2マルチ
キャストパケットの総数。これは、入力パケッ

トカウントの総数のサブセットです。

multicast packets
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説明フィールド

インターフェイスから送信されたパケット数。packets output

インターフェイスから正常に送信されたバイト

の総数。

bytes

送信前にドロップされたパケット数。total output drops

インターフェイスで送信されたレイヤ 2ブロー
ドキャストパケットの総数。これは、出力パ

ケットカウントの総数のサブセットです。

Output x broadcast packets

インターフェイスで受信されたレイヤ 2マルチ
キャストパケットの総数。これは、出力パケッ

トカウントの総数のサブセットです。

multicast packets

___________________
関連コマンド 説明コマンド

BVIインターフェイスを作成します。interface bvi, （624ページ）

特定のブリッジドメインのブリッジポートに関する情報

（接続回線や疑似回線など）を表示します。

show l2vpn bridge-domain（VPLS）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバ
ンドリングコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでリンクバンドルインターフェイスを設
定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• backbone interface, 637 ページ

• bundle-hash, 639 ページ

• bundle id, 645 ページ

• bundle load-balancing hash, 647 ページ

• bundle load-balancing hash（EFP）, 649 ページ

• bundle maximum-active links, 651 ページ

• bundle minimum-active bandwidth, 653 ページ

• bundle minimum-active links, 655 ページ

• bundle port-priority, 657 ページ

• clear lacp counters, 659 ページ

• hw-module load-balance bundle l2-service l3-params, 661 ページ

• interface（バンドル）, 663 ページ

• isolation recovery-delay, 665 ページ

• lacp cisco enable, 667 ページ

• lacp fast-switchover, 669 ページ

• lacp packet-capture, 671 ページ

• lacp period short, 674 ページ

• lacp system priority, 677 ページ
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• member neighbor, 679 ページ

• mlacp connect, 681 ページ

• mlacp iccp-group, 683 ページ

• mlacp node, 685 ページ

• mlacp port-priority, 687 ページ

• mlacp system mac, 689 ページ

• mlacp system priority, 691 ページ

• redundancy iccp group, 693 ページ

• redundancy one-way, 694 ページ

• show bundle, 696 ページ

• show bundle brief, 715 ページ

• show bundle load-balancing, 719 ページ

• show bundle replication bundle-ether, 724 ページ

• show iccp group, 725 ページ

• show lacp bundle, 727 ページ

• show lacp counters, 730 ページ

• show lacp io, 732 ページ

• show lacp packet-capture, 735 ページ

• show lacp port, 738 ページ

• show lacp system-id, 741 ページ

• show mlacp, 743 ページ

• show mlacp counters, 745 ページ
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backbone interface
シャーシ間グループ ICCPバックボーンインターフェイスを設定するには、冗長グループ ICCPコ
ンフィギュレーションモードで backbone interfaceコマンドを使用します。デフォルトの動作に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

backbone interface type interface-path-id

no backbone interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 冗長グループ ICCPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeconfig-services
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___________________
例 次に、シャーシ間グループ ICCPバックボーンインターフェイスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# backbone interface GigabitEthernet
0/2/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Inter Chassis Communication Protocol（ICCP）パラメー
タを設定します。

redundancy iccp group, （693ページ）
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bundle-hash
マルチリンクインターフェイスバンドルでロードバランシング機能によって分散されたメンバ

リンクの送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレスを表示するには、EXECモードで bundle-hash
コマンドを使用します。

bundle-hash {Bundle-Ether bundle-id|members {GigabitEthernet| TenGigabitEthernet} interface-path-id}

___________________
構文の説明

ロードバランシングを計算するイーサネットバンドルを指定します。

範囲は 1～ 65535です。
Bundle-Ether bundle-id

ロードバランシングを計算する特定のバンドルメンバリンクを識別し

ます。

members

ロードバランシングを計算するギガビットイーサネットインターフェ

イスを指定します。

GigabitEthernet

ロードバランシングを計算する 10ギガビットイーサネットインター
フェイスを指定します。

TenGigE

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バンドルインターフェイストラフィックは、ハッシュ関数に従ってバンドルのさまざまなメンバ

リンクに分散されます。 bundle-hashコマンドを使用すると、トラフィックの特定のフローを伝
送するバンドルメンバリンクを指定することができます。

bundle-hashコマンドを使用して、次の情報を入手することができます。

•指定した送信元/宛先アドレスペアで使用されているメンバ

•（10.10.10.1 20.20.20.1など）

•指定したメンバの指定した送信元 IPアドレスの宛先 IPアドレス。

•ロードバランシングの分散。バンドルのメンバが指定した IPアドレスの範囲で使用される
回数。

bundle-hashコマンドは、シリーズ全体で可能性があるすべての IPアドレスを表示しません。
また、バンドルのすべてのメンバのすべてのアドレスが表示された後にアドレスの表示を停止

します。

（注）

bundle-hashコマンドは、最初にオプションの選択を要求するユーティリティを起動します。選
択したオプションに基づいて、ユーティリティはさらにオプションを選択するよう要求します。

選択する最初のオプションは次のとおりです。

• L3/3タプルまたは L4/7タプル

•単一ペアまたは範囲

• IPv4または IPv6

bundle-hashコマンドユーティリティはオプションについて次のプロンプトを表示します。

• Specify load-balance configuration (L3/3-tuple or L4/7-tuple) (L3,L4):

• Single SA/DA pair (IPv4,IPv6) or range (IPv4 only): S/R [S]:

• Enter bundle type IP V4 (1) or IP V6 (2):

• Enter source IP V4 address:

• Enter destination IP V4 address:

• Compute destination address set for all members? [y/n]:

• Enter subnet prefix for destination address set:

• Enter bundle IP V4 address [10.10.10.10]:

選択に応じて、さらにオプションを選択するように要求されます。
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IPアドレス情報を入手するには、show bundleコマンドを使用します。

表44：bundle-hashコマンドのオプション,（641ページ）では、オプションの一般的な概要を提供
し、選択した各オプションについて提供する必要がある情報を示します。指定する必要がある実

際の情報は、選択内容および表44：bundle-hashコマンドのオプション,（641ページ）で指定した
情報によって異なります。

表 44：bundle-hash コマンドのオプション

指定する必要がある情報オプション

L3情報：

•送信元 IPアドレス

•宛先 IPアドレス

•宛先サブネットプレフィックス

•バンドル IPアドレス

L3/3タプル

L3情報：

•送信元 IPアドレス

•宛先 IPアドレス

•プロトコル

L4情報：

•送信元ポート

•宛先ポート

プラットフォーム関連情報：

•ルータ ID

•入力インターフェイス

L4/7タプル

単一の送信元ポートと宛先ポートの情報。ユー

ティリティはこの情報を使用してハッシュを計

算し、ユーザが提供した物理/バンドルリンク
でのバンドルロードバランスの分散を表示しま

す。

デフォルトはシングルモードです。

シングルモードでは、次のプロンプトを受信す

る可能性があります。

単一ペア
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指定する必要がある情報オプション

各セットのパケットフローを生成する送信元ア

ドレスおよび宛先アドレスのセットの情報。

ユーティリティはこの情報を使用して、生成さ

れたパケットフローのハッシュを計算し、ユー

ザが提供した出力メンバリンク/バンドルイン
ターフェイス、および各リンクのパケットフ

ロー数を表示します。

範囲

IPv4アドレスIPv4

IPv6アドレスIPv6

Compute destination address set for all members [y|n]:

y（yes）を入力すると、宛先サブネットのサンプル IPv4アドレスが複数生成され、各サンプルア
ドレスのリンクが計算されます。この計算では、宛先ネットワークアドレスは宛先 IPv4アドレ
スとサブネットプレフィックスから取得されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、3タプルハッシュアルゴリズム、単一の送信元と宛先、および IPv4アドレスを使用してリ

ンクバンドル（Bundle-Ether 28）のメンバ間でのロードバランシングを計算する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bundle-hash bundle-ether 28

Specify load-balance configuration (L3/3-tuple or L4/7-tuple) (L3,L4): l3
Single SA/DA pair (IPv4,IPv6) or range (IPv4 only): S/R [S]: s

Enter bundle type IP V4 (1) or IP V6 (2): 1
Enter source IP V4 address: 10.12.28.2
Enter destination IP V4 address: 10.12.28.1
Compute destination address set for all members? [y/n]: y
Enter subnet prefix for destination address set: 8
Enter bundle IP V4 address [10.12.28.2]: 10.12.28.2

Link hashed to is GigabitEthernet0/6/5/7

Destination address set for subnet 10.0.0.0:
10.0.0.6 hashes to link GigabitEthernet0/1/5/6
10.0.0.8 hashes to link GigabitEthernet0/6/5/5
10.0.0.12 hashes to link GigabitEthernet0/6/5/6
10.0.0.2 hashes to link GigabitEthernet0/6/5/7
10.0.0.1 hashes to link GigabitEthernet0/1/5/7
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次に、3タプルハッシュアルゴリズム、送信元と宛先の範囲、および IPv4アドレスを使用してリ
ンクバンドル（Bundle-Ether 28）のメンバ間でのロードバランシングを計算する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bundle-hash bundle-ether 28

Specify load-balance configuration (L3/3-tuple or L4/7-tuple) (L3,L4): l3
Single SA/DA pair (IPv4,IPv6) or range (IPv4 only): S/R [S]: r

Maximum number of flows (num src addr * num dst addr): 65536

Enter first source IP address: 10.12.28.2
Enter subnet prefix for source address set: 8
Enter number of source addresses (1-245): 20
Enter source address modifier (1-12) [def:1]: 5

Enter destination IP address: 10.12.28.1
Enter subnet prefix for destination address set: 8
Enter number of destination addresses (1-245): 20

Enter destination address modifier (1-12) [1]: 5
Many to many (M) or simple pairs (S)? [M]: s

Calculating simple pairs...

Total number of hits 20
Member GigabitEthernet0/1/5/6 has 6 hits
Member GigabitEthernet0/6/5/5 has 2 hits
Member GigabitEthernet0/6/5/6 has 2 hits
Member GigabitEthernet0/6/5/7 has 9 hits
Member GigabitEthernet0/1/5/7 has 1 hits

次に、7タプルハッシュアルゴリズム、単一の送信元と宛先、および IPv4アドレスを使用してリ
ンクバンドル（Bundle-Ether 202）のメンバ間でのロードバランシングを計算する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bundle-hash bundle-ether 202

Specify load-balance configuration (L3/3-tuple or L4/7-tuple) (L3,L4): l4
Single SA:SP/DA:SP pair (IPv4,IPv6) or range (IPv4 only): S/R [S]: s

Enter bundle type IP V4 (1) or IP V6 (2): 1
Enter source IP V4 address: 172.20.180.167
Enter destination IP V4 address: 172.30.15.42

Ingress interface --
- physical interface format: [ GigabitEthernet | TenGigE ]R/S/I/P
- bundle interface format: [ Bundle-Ether]bundle-id
Enter ingress interface: GigabitEthernet0/2/0/3

Enter L4 protocol (TCP,UDP,SCTP,L2TPV3,NONE): UDP
Enter src port: 1000
Enter destination port: 2000

Compute destination address set for all members? [y/n]: n

S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.42:2000 -- Link hashed to is GigabitEthernet0/3/3/6

Another? [y]: y

Enter bundle type IP V4 (1) or IP V6 (2): 1
Enter source IP V4 address [172.20.180.167]: 172.20.180.167
Enter destination IP V4 address [172.30.15.42]: 172.30.15.42

Ingress interface --
- physical interface format: [GigabitEthernet | TenGigE ]R/S/I/P
- bundle interface format: [ Bundle-Ether ]bundle-id
Enter ingress interface [GigabitEthernet0/2/0/3]: GigabitEthernet0/2/0/3

Enter L4 protocol (TCP,UDP,SCTP,L2TPV3,NONE) [udp]: UDP
Enter src port [1000]: 1000

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 643

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
bundle-hash



Enter destination port [2000]: 2000
Compute destination address set for all members? [y/n]: y
Enter subnet prefix for destination address set: 24
Enter bundle IP V4 address [172.20.180.167]: 209.165.200.225

S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.42:2000 -- Link hashed to is GigabitEthernet0/3/3/6

Destination address set for subnet 172.30.15.0:
S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.1:2000 hashes to link GigabitEthernet0/3/3/6
S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.6:2000 hashes to link GigabitEthernet0/2/0/1
S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.3:2000 hashes to link GigabitEthernet0/2/0/2
S/D pair 172.20.180.167:1000/172.30.15.5:2000 hashes to link GigabitEthernet0/0/3/0

Another? [y]: n

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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bundle id
集約されたインターフェイス（またはバンドル）にポートを追加するには、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードで bundle idコマンドを入力します。

bundle id bundle-id [mode {active| on| passive}]

no bundle id bundle-id

___________________
構文の説明

ポートを追加するバンドルの番号（1～ 65535）。bundle-id

（任意）操作モードを指定します。指定できる値は次のとおりです。

• active：ポート上で Link Aggregation Control Protocol（LACP）をアクティブモー
ドで実行するには、modeactiveキーワードを使用します。activeを指定すると、
LACPによってポートに互換性があると判断された場合に、ポートがバンドルに
追加され、アクティブ化されます。

• on：LACPが実行されていないポート上にEtherchannelリンクを設定するには、
mode onキーワードを使用します。

• passive：ポート上でLACPをパッシブモードで実行するには、modepassiveキー
ワードを使用します。 passiveを指定すると、リンクのもう一方の終端でアク
ティブ LACPが使用されている場合に限り、LACPパケットが送信されます。
LACPパケットが交換され、ポートの互換性が確保されると、リンクがバンドル
に追加され、アクティブ化されます。

mode

___________________
コマンドデフォルト デフォルト設定は mode onです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bundle idコマンドを入力し、すでにバンドルにバインドされているポートを指定した場合、その
ポートは元のバンドルからアンバインドされ、新しいバンドルにバインドされます。バンドル番

号が同じである場合、ポートはアンバインドされませんが、モードはbundle idコマンドで指定し
たモードに変更されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、バンドルにポートを追加する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/5/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle id 1

次に、集約されたインターフェイス（またはバンドル）にアクティブ LACPポートを追加する例
を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface GigabitEthernet 0/6/5/7
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle id 5 mode active

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのイン

ターフェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）

LACPポートおよびそのピアに関する詳細情報を表示し
ます。

show lacp bundle, （727ページ）

show lacp port, （738ページ）
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bundle load-balancing hash
バンドルインターフェイスを通じて転送されるトラフィックで使用されるハッシュ関数を指定す

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 bundle load-balancing hashコマン
ドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bundle load-balancing hash {dst-ip| src-ip}

no bundle load-balancing hash {dst-ip| src-ip}

___________________
構文の説明

宛先 IPアドレスに基づいてロードバランシングハッシュを指定します。dst-ip

送信元 IPアドレスに基づいてロードバランシングハッシュを指定しま
す。

src-ip

___________________
コマンドデフォルト バンドルのデフォルトのプラットフォームハッシュが使用されます。 IPv4トラフィックの場合、

デフォルトのハッシュは、ルータ ID、送信元 IP、宛先 IP、および可能な場合は送信元および宛先
レイヤ 4ポートに基づきます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

送信元 IPアドレスまたは宛先 IPアドレスに基づくバンドルロードバランシングハッシュは、
ネットワークのサブスクライバ側から転送されたトラフィックが送信元 IPアドレスに基づき、
ネットワークのコア側から転送されたトラフィックが宛先 IPアドレスに基づくMGSCP導入モデ
ルで使用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、送信元 IPアドレスに基づくバンドルメンバのロードバランシングを設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#interface Bundle-Ether 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle load-balancing hash src-ip

___________________
関連コマンド 説明コマンド

新しいバンドルを指定または作成し、そのバンドルのインター

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（バンドル）, （663ペー
ジ）

リンクバンドルの LACP情報をネゴシエートし、交換するた
めの標準 TLVに加えて、シスコ固有の TLVの使用をイネーブ
ルにします。

lacp cisco enable, （667ページ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）

リンクバンドルインターフェイスの各メンバのトラフィック

のポート、使用、重量、分散など、ロードバランシングの情

報を表示します。

show bundle load-balancing, （719
ページ）
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bundle load-balancing hash（EFP）
バンドルの特定のサブインターフェイス上のすべての出力トラフィックを、同じ物理メンバリン

クを介して送信されるように設定するには、サブインターフェイスコンフィギュレーションモー

ドで bundle load-balancing hash（EFP）コマンドを使用します。

bundle load-balancing hash hash-value [auto]

no bundle load-balancing hash hash-value [auto]

___________________
構文の説明

このバンドルのすべての出力トラフィックが通過する物理メンバリンクを

指定する数値。値は 1～ 64です。
hash-value

このバンドルのすべての出力トラフィックが通過する物理メンバリンクが

自動的に選択されます。

auto

___________________
コマンドデフォルト イーサネットフローポイント（EFP）ロードバランシングはイネーブルです。

___________________
コマンドモード サブインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

hash-valueの範囲の上限が 8から 64に変更されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、レイヤ 2転送（l2transport）をイネーブルにしたイーサネットバンドルサブイ
ンターフェイスでしか使用できません。

このコマンドでは、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックを、同じ物理メンバリン

クを介して送信されるように設定できます。バンドルのアクティブメンバが変更されると、バン

ドルへのトラフィックは、設定値と一致するハッシュ値を持つ別の物理リンクにマッピングされ

る場合があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writevlan

___________________
例 次に、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックが、同じ物理メンバリンクを介して自

動的に送信されるように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface bundle-ether 1.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# bundle load-balancing hash auto

次に、バンドルの固定メンバのすべての出力トラフィックが、指定した物理メンバリンクを介し

て送信されるように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface bundle-ether 1.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# bundle load-balancing hash 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

メンバリンクの送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレスを
表示します。

bundle-hash, （639ページ）

新しいバンドルを指定または作成し、そのバンドルのインター

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（バンドル）, （663ペー
ジ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）

リンクバンドルインターフェイスの各メンバのトラフィック

のポート、使用、重量、分散など、ロードバランシングの情

報を表示します。

show bundle load-balancing, （719
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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

650 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
bundle load-balancing hash（EFP）



bundle maximum-active links
アクティブリンクと、アクティブリンクに障害が発生した場合にただちにバンドルの役割を引き

継ぐことができるスタンバイモードのリンクを 1つずつ指定するには、インターフェイスコン
フィギュレーションモードで bundlemaximum-active linksコマンドを使用します。デフォルトの
最大アクティブリンク値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bundle maximum-active links links

no bundle maximum-active links links

___________________
構文の説明

指定したバンドルで起動状態にするアクティブリンクの数（プラットフォームで

サポートされている最大数以下）。指定できる範囲は 1～ 64です。
links

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bundlemaximum-active linksコマンドは、LACPが実行されていないバンドルだけに対してサポー
トされます。

• Link Aggregation Control Protocol（LACP）が実行されており、hot-standbyオプションが実装
されている。

• LACPが実行されていない。

bundle maximum-active linksコマンドを実行すると、バンドル内でプライオリティが最も高いリ
ンクだけが、アクティブになります。プライオリティは、bundle port-priorityコマンドの値に基
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づいて決定されます（値が小さいほど、プライオリティが高くなります）。したがって、アク

ティブリンクにするリンクにはより高いプライオリティを設定することを推奨します。

•同じオプションを使用する別の Cisco IOS XRデバイス。

• IEEE標準ベーススイッチオーバーを使用する別のデバイス。（シスコは、ピアがスタンバ
イリンクでトラフィックを送信するなどの予期しない動作が発生する可能性があるため、こ

のオプションの使用を推奨しません）。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、特定のバンドルを起動状態にするために必要なアクティブリンクの数を設定する例を示し

ます。この例では、イーサネットバンドル 5を起動状態にするために必要なアクティブリンク
の数を 2に設定しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle maximum-active links 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定のバンドルを起動状態にするために必要なアクティ

ブリンクの数を設定します。

bundle minimum-active links, （655ペー
ジ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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bundle minimum-active bandwidth
ユーザが特定のバンドルを起動状態にするために必要な最小帯域幅を設定するには、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードでbundleminimum-active bandwidthコマンドを使用します。

bundle minimum-active bandwidth kbps

___________________
構文の説明

バンドルを起動状態にするために必要な最小帯域幅。指定できる最小値は 1で、
最大値は 8つの TenGigabitEthernetインターフェイスの帯域幅の合計に等しい数値
です。

kbps

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの設定は kbps = 1です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、ユーザが特定のバンドルを起動状態にするために必要な最小帯域幅を設定する例を示しま

す。この例では、イーサネットバンドル 1を起動状態にするために必要な最小帯域幅を 620000
に設定しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle minimum-active bandwidth 620000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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bundle minimum-active links
特定のバンドルを起動状態にするために必要なアクティブリンクの数を設定するには、インター

フェイスコンフィギュレーションモードで bundle minimum-active linksコマンドを使用します。

bundle minimum-active links links

___________________
構文の説明

指定したバンドルで許可されるアクティブリンクの最小数。

範囲は 1～ 64です。

links

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

コマンドの範囲の最大が 8から 64に変更されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、特定のバンドルを起動状態にするために必要なアクティブリンクの数を設定する例を示し

ます。この例では、バンドルを起動状態にする前に 2つのリンクがアクティブになるようにイー
サネットバンドル 5を設定しています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle minimum-active links 2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

bundle maximum-active links, （651ページ）

設定されているバンドルについての情報を表

示します。

show bundle, （696ページ）
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bundle port-priority
ポートの Link Aggregation Control Protocol（LACP）のプライオリティを設定するには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードで bundle port-priorityコマンドを入力します。デフォ
ルトの LACPプライオリティ値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bundle port-priority priority

no bundle port-priority priority

___________________
構文の説明

このポートのプライオリティ。値が小さいほど、プライオリティは高くなり

ます。 priority引数を数値に置き換えます。範囲は 1～ 65535です。
priority

___________________
コマンドデフォルト priority：32768

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

LACPプライオリティ値がポート IDの一部を形成し、そのピアとの間で交換される LACPパケッ
トに格納されて送信されます。ピアは、LACPパケットを使用して、指定されたポートがバンド
ルのトラフィックを伝送する必要があるかどうかを判断します。

Multi-Gigabit Service Control Point（MGSCP）では、bundle port-priorityコマンドは現用リンクに
適用されます。

LACP値が小さいほど、ポートの LACPプライオリティは高くなります。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、ポートに LACPプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# bundle port-priority 1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

集約されたインターフェイスまたはバンドルにポート

を追加します。

bundle id, （645ページ）

LACPポートおよびそのピアに関する詳細情報を表示
します。

show lacp bundle, （727ページ）

show lacp port, （738ページ）

LACPで使用されるローカルシステム IDを表示しま
す。

show lacp system-id, （741ページ）
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clear lacp counters
すべてのバンドルのすべてのメンバ、特定のバンドルのすべてのメンバ、または特定のポートの

Link Aggregation Control Protocol（LACP）カウンタをクリアするには、EXECモードで clear lacp
countersコマンドを入力します。

clear lacp counters [bundle Bundle-Ether bundle-id| port {GigabitEthernet interface-path-id| TenGigE
interface-path-id}]

___________________
構文の説明

（任意）バンドルのすべてのメンバの LACPカウンタをクリアします。bundle

（任意）イーサネットバンドル。 node-id引数を使用して、クリアする
LACPカウンタのノード ID番号を指定します。範囲は 1～ 65535です。

Bundle-Ether node-id

（任意）指定したバンドルまたはインターフェイスのすべての LACPカウ
ンタをクリアします。

port

（任意）ギガビットイーサネットインターフェイス。 interface-path-id引
数を使用して、LACPカウンタをクリアするギガビットイーサネットイン
ターフェイスを指定します。

GigabitEthernet

（任意）10ギガビットイーサネットインターフェイス。 interface-path-id
引数を使用して、LACPカウンタをクリアする 10ギガビットイーサネッ
トインターフェイスを指定します。

TenGigE

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

executebundle

read, writebasic-services

___________________
例 次に、LCAPカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear lacp counters

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LACP統計情報を表示します。show lacp counters, （730ページ）
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hw-module load-balance bundle l2-service l3-params

Cisco IOS XRリリース 4.0.1で有効な hw-module load-balance bundle l2-service l3-paramsコマ
ンドは load-balancing flowL2VPNコンフィギュレーションコマンドに置き換えられています。
詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router L2VPN and Ethernet Services
Command Reference』の load-balancing flowコマンドを参照してください。

（注）

L3パラメータを使用して L2サービスのロードバランシングを設定するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで hw-module load-balance bundle l2-service l3-paramsコマンドを使用
します。ロードバランスL2サービスをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

hw-module load-balance bundle l2-service l3-params

no hw-module load-balance bundle l2-service l3-params

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

このコマンドは load-balancing flowコマンドに置き換えら
れました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドはバンドルイーサネットフローポイント（EFP）の L2サービスに固有のロードバ
ランシングをイネーブルにします。デフォルトでは、バンドルロードバランシングは、パケット

ヘッダーのMACSA/DAフィールドに基づいて実行されます。L2サービスに固有のロードバラン
シングが設定されている場合、バンドル EFPを出力するすべてのトラフィックが、パケットの
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IPv4送信元アドレスおよび宛先アドレスに基づいてロードバランシングされます。パケットに
IPv4アドレスが存在しない場合、デフォルトのロードバランシングが使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeroot-lr

___________________
例 次に、L3パラメータを使用して L2サービスのロードバランシングを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# hw-module load-balance bundle l2-service l3-params
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interface（バンドル）
新しいバンドルを作成し、そのバンドルのインターフェイスコンフィギュレーションモードを開

始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで interface（バンドル）コマンドを使用
します。バンドルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

interface Bundle-Ether bundle-id

no interface Bundle-Ether bundle-id

___________________
構文の説明

イーサネットバンドルインターフェイスを指定または作成しま

す。

Bundle-Ether

特定のバンドルを識別する 1～ 65535の番号。bundle-id

___________________
コマンドデフォルト バンドルインターフェイスは設定されません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション（config）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン 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。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、イーサネットバンドルを作成し、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
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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isolation recovery-delay
障害からのリカバリ後に分離状態をクリアする前の遅延を指定するには、冗長グループ ICCPコ
ンフィギュレーションモードで isolation recovery-delayコマンドを使用します。デフォルト値に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

isolation recovery-delay seconds

no isolation recovery-delay seconds

___________________
構文の説明

リカバリ遅延（秒数）。seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、遅延は 180秒に設定されます。

___________________
コマンドモード 冗長グループ ICCPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
例 次に、ICCPパラメータを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# isolation recovery-delay 35
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)#

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeconfig-services
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

Inter Chassis Communication Protocol（ICCP）パラメー
タを設定します。

redundancy iccp group, （693ページ）
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lacp cisco enable
リンクバンドルの LACP情報をネゴシエートし、交換するための標準 TLVに加えてシスコ固有
のTLVの使用をイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで lacp
cisco enableコマンドを使用します。デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

lacp cisco enable [link-order signaled]

no lacp cisco enable [link-order signaled]

___________________
構文の説明

（任意）LACPプロセスの一部としてリンクの順序番号が含まれま
す。

このキーワードは、MGSCPに必要で
す。

（注）

link-order signaled

___________________
コマンドデフォルト シスコの Type-Length-Value（TLV）は使用されません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン 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。

lacp cisco enable link-order signaledコマンドは、Multi-Gigabit Service Control Point（MGSCP）の導
入をサポートするバンドルインターフェイスで必須であり、アクセスバンドルとコアバンドル

の両方で対称的に設定する必要があります。リンクの順序シグナリングがイネーブルの場合、1
セットのみのリンクの順序番号（LON）がバンドルに使用され、LONのLACPプロセスがロード
バランシングテーブルに対してイネーブルになります。
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プライオリティの高い LACPシステムの LONが優先されます。両方のシステムが同じ LACPシ
ステムを持つ場合（バンドルの両端が同じデバイスで終了するMGSCPなど）、数値が最も小さ
いバンドル IDのバンドルインターフェイスの LONが優先されます。

lacp cisco enableコマンドがリンクの順序シグナリングなしで設定されている場合、リンクはアク
ティブになると順序番号に割り当てられ、順序番号はリンクが非アクティブになるまで維持され

ます。番号は LACPを使用して交換されますが、使用されません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、このバンドルで処理する LACPプロセスの一部としてリンクの順序番号を含む Cisco TLV

の使用をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp cisco enable link-order signaled

___________________
関連コマンド 説明コマンド

新しいバンドルを指定または作成し、そのバンドルのイン

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（バンドル）, （663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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

668 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
lacp cisco enable



lacp fast-switchover
LACP状態マシンの wait-whileタイマーをディセーブルにするには、インターフェイスコンフィ
ギュレーションモードで lacp fast-switchoverコマンドを使用します。 wait-whileタイマーを再び
イネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

lacp fast-switchover

no lacp fast-switchover

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト LACP状態マシンの wait-whileタイマーがイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション（config-if）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

LACPが動作するメンバリンクを持つバンドル上で 1:1保護回線をイネーブルにすると（bundle
maximum-active linksコマンドの値に 1を設定）、LACP状態マシンの wait-whileタイマーをディ
セーブルにできます。このタイマーをディセーブルにすると、スタンバイモードのバンドルメ

ンバーリンクで、正常状態のネゴシエーションが高速になるため、障害になったアクティブリン

クからスタンバイリンクへのスイッチオーバーが高速になります。

使用しているスイッチオーバーのタイプ（デフォルトの IEEE標準ベースのスイッチオーバーまた
は専用の最適化されたより高速なスイッチオーバー）に関係なく、スタンバイリンクの状態ネゴ

シエーションが実施されます。（スイッチオーバータイプの詳細については、bundlemaximum-active
links, （651ページ）コマンドを参照してください）。ただし、lacp fast-switchoverコマンドをイ
ネーブルにすると、IEEE標準ベースのスイッチオーバーを使用した場合にさらに大きなメリット
が提供されます。
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___________________
例 次に、Bundle-Ether 28の LACP対応メンバリンクの wait-whileタイマーをディセーブルにする例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 28
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp fast-switchover

次に、Bundle-Ether 28の LACP対応メンバリンクの wait-whileタイマーを再度イネーブルにする
例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 28
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no lacp fast-switchover

___________________
関連コマンド 説明コマンド

bundle maximum-active links, （651ページ）
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lacp packet-capture
show lacp packet-captureコマンドで情報が表示されるように LACPパケットをキャプチャするに
は、EXECモードで lacp packet-captureコマンドを使用します。

{lacp packet-capture gigabitethernet interface-path-id| tengige interface-path-id number-of-packets}

To stop capturing LACP packets or to clear captured LACP packets, use the lacp packet-capture command
in EXEC mode.

{lacp packet-capture [bundle-ether bundle-id] [gigabitethernet interface-path-id] [tengige interface-path-id]
clear| stop}

___________________
構文の説明 bundle-idで指定されたイーサネットバンドルインターフェイス。bundle-ether

interface-path-idで指定されたギガビットイーサネットインターフェイ
ス。

GigabitEthernet

interface-path-idで指定された 10ギガビットイーサネットインターフェ
イス。

TenGigE

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

バンドルインターフェイスを指定する番号。指定できる範囲は 1～
65535です。

bundle-id

キャプチャするパケット数。number-of-packets

現在キャプチャされているすべてのパケットをクリアします。clear

パケットのキャプチャを停止します。stop

___________________
コマンドデフォルト デフォルト（パラメータなし）は、ラインカードのすべてのインターフェイスに対してグローバ

ルに実行されます。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

lacp packet-captureコマンドは、1つのバンドルメンバインターフェイスで送受信された LACP
パケットをキャプチャします。これらのパケットの内容は、show lacp packet-captureコマンドで
表示できます。 lacp packet-captureコマンドが発行されない場合、show lacp packet-captureコマ
ンドは情報を表示しません。

lacp packet-captureコマンドは、そのポートまたはバンドルに対する stopキーワードが発行され
るまで LACPパケットをキャプチャし続けます。キャプチャされたパケットが保存され、その
ポートまたはバンドルに対する clearキーワードが発行されるまで表示され続けます。

LACPパケットは、一度にラインカードの 1ポートに対してのみキャプチャされます。ポートで
パケットキャプチャを開始することにより、そのラインカードの他のすべてのポートでのすべて

のパケットキャプチャが暗黙的に停止およびクリアされます。

指定された数のパケットがキャプチャされる前に、LACPパケットのキャプチャを停止するには、
stopキーワードを発行します。

stopが単一のインターフェイスに指定されている場合、そのインターフェイスでのみパケット
キャプチャが停止します。

stopがバンドルインターフェイスに指定されている場合、そのバンドルのすべてのメンバでパ
ケットキャプチャが停止します。

stopがグローバルに指定されている場合（デフォルト：パラメータなし）、ルータのすべてのバ
ンドルインターフェイスでパケットキャプチャが停止します。

インターフェイスで保存されているキャプチャされた LACPパケットをすべてクリアするには、
clearキーワードを発行します。

clearが単一のインターフェイスに指定されている場合、そのインターフェイスでのみパケットが
クリアされます。

clearがバンドルインターフェイスに指定されている場合、そのバンドルのすべてのメンバでパ
ケットがクリアされます。

clearがグローバルに指定されている場合（デフォルト：パラメータなし）、ルータのすべてのバ
ンドルインターフェイスでパケットがクリアされます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture pos 0/1/0/0 100

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture pos 0/1/0/0 stop

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture pos 0/1/0/0 clear

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでLACPパケットをキャプチャする例を示しま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture gigabitethernet 0/2/0/0 100

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでLACPパケットのキャプチャを停止する例を
示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture gigabitethernet 0/2/0/0 stop

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスでパケットを送信する送信デバイスが使

用する LACP送信情報を表示します。
show lacp io, （732ページ）

インターフェイスで送受信された LACPパケットの内容を
表示します。

show lacp packet-capture, （735ペー
ジ）

LACPパケットの送受信の短期間の間隔をイネーブルにし
ます。

lacp period short, （674ページ）
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lacp period short
LinkAggregationControl Protocol（LACP）パケットの送受信の短期間の間隔をイネーブルにするに
は、インターフェイスコンフィギュレーションモードで lacp period shortコマンドを使用しま
す。デフォルトの短期間に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

lacp period short [receive interval] [transmit interval]

no lacp period short [receive interval] [transmit interval]

___________________
構文の説明 LACP短期間がイネーブルの場合の LACPパケットを受信するための間隔

（ミリ秒単位）。範囲は 100～ 1000で、100、200、300など、100の倍数
である必要があります。

receive interval

LACP短期間がイネーブルの場合の LACPパケットを送信するための間隔
（ミリ秒単位）。範囲は 100～ 1000で、100、200、300など、100の倍数
である必要があります。

transmit interval

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 1000です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

リンクの一端でカスタム LACP短期間送信間隔を設定すると、リンクの他端で受信間隔に同じ期
間を設定する必要があります。
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常に、接続の一端に受信間隔を設定する前に、接続の両端に送信間隔を設定する必要がありま

す。最初に両端で送信間隔の設定に失敗すると、ルートフラッピング（継続的にルートがアッ

プまたはダウンする）が発生します。カスタム LACP短期間を削除する場合は、逆順で行う
必要があります。最初に受信間隔を削除し、次に送信間隔を削除します。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスでデフォルトのLinkAggregationControl Protocol

（LACP）短期間をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

次に、接続の両端でカスタムリンク Link Aggregation Control Protocol（LACP）短期間送受信間隔
を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short transmit 500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short transmit 500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short receive 500
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# lacp period short receive 500
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスでパケットを送信する送信デバイスが使

用する LACP送信情報を表示します。
show lacp io, （732ページ）

インターフェイスで送受信されたLACPパケットの内容を
表示します。

show lacp packet-capture, （735ページ）

情報が表示されるようにLACPパケットをキャプチャしま
す。

lacp packet-capture, （671ページ）
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lacp system priority
現在のシステムのプライオリティを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで

lacp system priorityコマンドを入力します。デフォルトの LACPシステムプライオリティ値に戻
すには、このコマンドの no形式を使用します。

lacp system priority priority

no lacp system priority priority

___________________
構文の説明

このシステムのプライオリティ。 priorityを数値に置き換えます。範囲は 1～ 65535で
す。値が小さいほど、プライオリティは高くなります。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの設定は priority = 32768です。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

システムプライオリティ値は LACPシステム IDの一部を形成し、各 LACPパケットに格納され
て送信されます。システム ID、ポート ID、およびキーを組み合わせて、LACPシステム内のポー
トを一意に定義しています。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、ルータの LACPプライオリティを 100に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# lacp system priority 100

___________________
関連コマンド 説明コマンド

LACPで使用されるローカルシステム IDを表示し
ます。

show lacp system-id, （741ページ）

LACPポートおよびそのピアに関する詳細情報を表
示します。

show lacp bundle, （727ページ）

show lacp port, （738ページ）
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member neighbor
シャーシ間グループ ICCPメンバを設定するには、冗長 ICCPグループコンフィギュレーション
モードでmember neighborコマンドを使用します。デフォルトの動作に戻すには、このコマンド
の no形式を使用します。

member neighbor neighbor-ip-address

no member neighbor neighbor-ip-address

___________________
構文の説明 ICCPメンバのネイバー IPアドレスを指定します。neighbor-ip-address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 冗長 ICCPグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeconfig-services

___________________
例 次に、シャーシ間グループ ICCPメンバを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# member neighbor 10.1.1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

Inter Chassis Communication Protocol（ICCP）パラメー
タを設定します。

redundancy iccp group, （693ページ）
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mlacp connect
mLACPピアに接続するための設定オプションを指定するには、冗長 ICCPグループコンフィギュ
レーションモードでmlacpconnectコマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

mlacp connect timeout seconds

no mlacp connect timeout seconds

___________________
構文の説明 mLACPピアがダウンしていると想定するまでの待機時間を指定します。timeout

mLACPピアがダウンしていると想定するまでに待機する秒数。seconds

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 冗長 ICCPグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、mLACPピアに接続するための設定オプションを指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# mlacp connect timeout 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)#

___________________
関連コマンド ICCPパラメータを設定します。redundancy iccp group
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mlacp iccp-group
バンドルの ICCP冗長グループを設定するには、バンドルインターフェイスコンフィギュレー
ションモードでmlacp iccp-groupコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

mlacp iccp-group group-id

no mlacp iccp-group group-id

___________________
構文の説明

バンドルが動作する ICCP冗長性グループを指定します。 group-id値の範
囲は 1～ 4294967295です。

group-id

___________________
コマンドデフォルト バンドルは、単一シャーシ LAGとして動作します。

___________________
コマンドモード バンドルインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeBundle

___________________
例 次に、バンドルの ICCP冗長グループを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 30
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mlacp iccp-group 200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#
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mlacp node
mLACPノード IDが ICCPグループで使用されるように設定するには、冗長 ICCPグループコン
フィギュレーションモードで mlacp nodeコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

mlacp node node-id

no mlacp node node-id

___________________
構文の説明

このシステムの ICCPグループに一意のノード IDを指定します。 node-id
値の範囲は 0～ 7です。

node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 冗長 ICCPグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle

___________________
例 次に、mLACPノード IDが ICCPグループで使用されるように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# mlacp node 3

___________________
関連コマンド ICCPパラメータを設定します。redundancy iccp group
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mlacp port-priority
すべてのメンバリンクのプライオリティを設定するには、バンドルインターフェイスコンフィ

ギュレーションモードでmlacp port-priorityコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

mlacp port-priority priority

no mlacp port-priority priority

___________________
構文の説明

メンバポートのプライオリティを指定します。 priority値の範囲は 1～ 65535
です。値が小さいほど、プライオリティは高くなります。

priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード バンドルインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeBundle

___________________
例 次に、すべてのメンバリンクのプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Bundle-Ether 30
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mlacp port-priority 20
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mlacp system mac
LACPシステム IDが ICCPグループで使用されるように設定するには、冗長 ICCPグループコン
フィギュレーションモードで mlacp system macコマンドを使用します。デフォルト値に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

mlacp system mac mac-id

no mlacp system mac mac-id

___________________
構文の説明

システムの一意の IDを指定します。

ゼロ以外の値が許可されま

す。

（注）

mac-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 冗長 ICCPグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、LACPシステム IDが ICCPグループで使用されるように設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# mlacp system mac 1.1.1

___________________
関連コマンド ICCPパラメータを設定します。redundancy iccp group
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mlacp system priority
LACPシステムプライオリティが ICCPグループで使用されるように設定するには、冗長 ICCPグ
ループコンフィギュレーションモードでmlacp system priorityコマンドを使用します。デフォル
ト値に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

mlacp system priority priority

no mlacp system priority priority

___________________
構文の説明

システムのプライオリティを指定します。

値が小さいほど、プライオリティが高くなりま

す。

（注）

priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 冗長 ICCPグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writebundle
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___________________
例 次に、LACPシステムプライオリティが ICCPグループで使用されるように設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)# mlacp system priority 10

___________________
関連コマンド ICCPパラメータを設定します。redundancy iccp group
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redundancy iccp group
InterChassisCommunicationProtocol（ICCP）パラメータを設定するには、グローバルコンフィギュ
レーションモードで redundancy iccp groupコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no
形式のコマンドを使用します。

redundancy iccp group group-id

no redundancy iccp group group-id

___________________
構文の説明 ICCPグループ IDを指定します。group-id

___________________
コマンドデフォルト ICCPの冗長性はディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeconfig-services

___________________
例 次に、ICCPパラメータを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy iccp group 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-iccp-group)#

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 693

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
redundancy iccp group



redundancy one-way
冗長グループの設定時に、一方向疑似配線冗長動作が適用されるようにするには、L2VPN疑似配
線クラスコンフィギュレーションモードで redundancy one-wayコマンドを使用します。デフォ
ルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

redundancy one-way

no redundancy one-way

このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 一方向の冗長性はディセーブルです。

___________________
コマンドモード L2VPN疑似回線クラスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writel2vpn

___________________
例 次の例に、次の方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# pw-class class_mpls
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-pwc)# encapsulation mpls
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-pwc-mpls)# redundancy one-way
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-pwc-mpls)#

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

694 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
redundancy one-way



___________________
関連コマンド 説明コマンド

L2VPNコンフィギュレーションモードを開始します。l2vpn
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show bundle
設定されているすべてのバンドルまたは特定のタイプの特定のバンドルに関する情報を表示する

には、EXECコンフィギュレーションモードで show bundleコマンドを使用します。

show bundle [Bundle-EtherBundle-POS bundle-id]

___________________
構文の説明

指定されたイーサネットバンドルに関する情報を表示します。Bundle-Ether

指定された PoSバンドルに関する情報を表示します。Bundle-POS

特定のバンドルを識別する 1～ 65535の番号。bundle-id

___________________
コマンドデフォルト 設定されているすべてのバンドルの情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

reasonsキーワードが削除されました。リリース 3.8.0

このコマンドの出力が、新しい形式に変更されまし

た。

リリース 4.0.0

次の出力フィールドが追加されました。

• Load-balancing

• Link order signaling

• Hash type

• Cisco extensions

リリース 4.1.0

Bundle-PoSのサポートが追加されました。リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルータに設定されているすべてのバンドルに関する情報を表示するには、このコマンドの show
bundle形式を使用します。

特定のバンドルに関する情報を表示するには、設定されているバンドルの番号を使用してこのコ

マンドの show bundle Bundle-Etherbundle-id形式を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、ルータに設定されているすべてのバンドルインターフェイスの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle
Bundle-Ether 2
Status: Up
Local links <active/standby/configured>: 1 / 0 / 1
Local bandwidth <effective/available>: 100000 (100000) kbps
MAC address (source): 1234.4321.1111 (Gi0/0/0/1)
Minimum active links / bandwidth: 1 / 500 kbps
Maximum active links: 32
Wait-while timer: 2000 ms
Load-balancing: Default
LACP: Operational
Flap suppression timer: 2500 ms
Cisco extensions: Disabled

mLACP: Operational
Interchassis group: 3
Foreign links <active/configured>: 1 / 1
Switchover type: Revertive
Recovery delay: 300 s
Maximize threshold: 2 links

IPv4 BFD: Not operational
State: Off
Fast detect: Enabled
Start timer: Off
Neighbor-unconfigured timer: Off
Preferred min interval: 150 ms
Preferred multiple: 3
Destination address: Not Configured

Port Device State Port ID B/W, kbps
-------------------- --------------- ----------- -------------- -----------
Gi0/0/0/1 Local Active 0x8000, 0x0001 100000
MyFirstInterface 10.10.10.123 Negotiating 0x8000, 0x0032 100000

Bundle-Ether 3
Status: Up
Local links <active/standby/configured>: 1 / 0 / 1
Local bandwidth <effective/available>: 100000 / 100000 kbps
MAC address (source): 1234.4321.2222 (chassis pool)
Minimum active links / bandwidth: 1 / 500 kbps
Maximum active links: 32 (from partner)
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Wait-while timer: 100 ms
Load-balancing:
Link order signaling: Operational
Hash type: Src-IP

LACP: Operational
Flap suppression timer: 120 s
Cisco extensions: Enabled

mLACP: Not configured
IPv4 BFD: Not operational

Port Device State Port ID B/W, kbps
-------------------- --------------- ----------- -------------- -----------
Gi0/0/0/2 Local Active 0x8000, 0x0002 100000

表 45：show bundle のフィールドの説明

説明フィールド

バンドルインターフェイスの完全な名前。type
には Ether（イーサネット）が表示され、設定
されているバンドルのnumberが表示されます。

Bundle-typenumber
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説明フィールド

ローカルデバイスでのバンドルの状態。次のい

ずれかの値が表示されます。

• Admin down：バンドルがシャットダウン
するように設定されています。

• Bundle shut：バンドルはスタンバイ状態の
すべてのリンクを保持して、トラフィック

をサポートしません。

• Down：バンドルが操作上ダウンしていま
す。ローカルデバイスにアクティブメン

バがありません。

• mLACP cold standby：バンドルは、マルチ
シャーシ LACPスタンバイデバイスとし
て機能していますが、上位層は同期されま

せん。

• mLACPhot standby：バンドルはmLACPピ
アデバイスでアップしており、そのバン

ドルがピアでダウンしている場合は、ロー

カルデバイスが引き継ぎます。

• Nak：ローカルデバイスおよびピアデバ
イスは設定エラーを解決できません。

• Partner down：バンドルの終端においてト
ラフィックを転送できないことがパート

ナーシステムにより示されています。

• PE isolated：バンドルは、コアから分離さ
れます。

• Up：バンドルにこのデバイスのアクティ
ブメンバがあります。

Status:

デバイスのリンク数（0からバンドルのサポー
トリンクの最大数まで）。

形式は x / y / zで、次の値が指定されます。

• x：バンドルのアクティブ状態のリンクの
数。

• y：バンドルのスタンバイ状態のリンクの
数。

• z：バンドルで設定されているリンクの総
数。

Local links <active/standby/configured>:
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説明フィールド

キロビット/秒（kBps）単位のバンドルの帯域幅
の特性。形式は x / yで、次の値が指定されま
す。

• x：バンドルの現在の帯域幅（この有効な
帯域幅は設定によって制限される場合があ

ります）。

• y：バンドルの使用可能な帯域幅。これは、
ローカルのすべてのアクティブリンクの

帯域幅の合計です。

Local bandwidth <effective/available>:

バンドルインターフェイスのレイヤ 2 MACア
ドレス。

形式は、xxxx.xxxx.xxxxです。アドレスの
(source)は、

カッコで囲まれて表示され、次の可能な値が指

定されます。

• Interface name：MACアドレスは表示され
たメンバインターフェイスタイプおよび

パスからのものです。

• Configured：MACアドレスが明示的に設定
されています。

• Chassis pool：MACアドレスはシャーシの
アドレスの使用可能なプールからのもので

す。

• [unknownMAC source 0]：MACアドレスを
割り当てることができませんでした。（こ

れは、バンドル設定を完了していない場合

に表示される可能性があります）。

MAC address (source):
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説明フィールド

次の情報が表示されます。

形式は x / y kBpsで、次の値が指定されます。

• x：バンドルが動作可能であるために必要
なアクティブリンクの最小数（1からバン
ドルでサポートできるリンクの最大数ま

で）。

• y：バンドルが動作可能であるために必要
なアクティブリンクの最小帯域幅

（kBps）。

• (partner)：ピアシステムの値が使用されて
いることを示します。

Minimum active links / bandwidth:

バンドルでアクティブにできるリンクの最大数

（1からバンドルでサポートされる最大数ま
で）。

Maximum active links:

保護リンクやバックアップリンクをスタンバイ

状態にする前に、Link“ ”Aggregation“ ”Control
Protocol（LACP）が現用リンクでネゴシエート
できる時間（ミリ秒単位）。

Wait-while timer:

バンドルで使用されているロードバランシング

のタイプ。次の可能な値が指定されます。

• Default：システムのデフォルトのロード
バランシング方式がバンドルで使用され、

ロードバランシングのサブフィールドは

表示されません。

• Novalue：別のロードバランシング方式が
バンドルで使用され、関連のサブフィール

ドに情報が表示されます。

Load balancing:
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説明フィールド

リンクの順序シグナリングがバンドルで動作し

ているかどうかが表示されます。次の可能な値

が指定されます。

• Operational：順序情報が含まれる、シスコ
固有の追加 LACP Type Length Value
（TLV）の交換により、ロードバランシ
ング用のリンクの順序付けが動作していま

す。

• Not operational：一貫性のある一連のリン
クの順序番号（LON）が、プライオリティ
の高いパートナーによって受信されていま

せん。またはアクティブにする LONがバ
ンドルによりサポートされるアクティブ

リンクの最大数と一致しません。

リンクの順序シグナリングは
Multi-Gigabit Service Control Point
（MGSCP）の導入に必要です。

（注）

Link order signaling:

バンドルのロードバランシングハッシュに使

用される情報。次の可能な値が指定されます。

• Dst-IP：バンドルのロードバランシング
は、パケットの宛先 IPアドレスに基づい
ています。

• Src-IP：バンドルのロードバランシング
は、パケットの送信元 IPアドレスに基づ
いています。

Hash type:
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説明フィールド

Link Aggregation Control Protocol（LACP）がバ
ンドルでアクティブになっているかどうかが表

示されます。次の可能な値が指定されます。

• Operational：すべての必要な設定が行わ
れ、LACPはアクティブメンバで使用中で
す。

• Not operational：バンドルまたはバンドル
のアクティブメンバで必要な設定が行わ

れていないため、LACPは動作していませ
ん。

• Not configured：バンドルでLACPの必要な
設定が行われておらず、LACPサブフィー
ルドが表示されません。

LACP:

フラップ抑制タイマーの状態が表示されます。

次の可能な値が指定されます。

• Off：lacp switchover suppress-flapsコマン
ドを使用してフラップ抑制タイマーが設定

されていません。

• xms：現用リンクに障害が発生してから、
スタンバイリンクをアクティブにして、

障害リンクをDown状態にするまでに許可
された時間数（ミリ秒）。

Flap suppression timer:

LACPのシスコ固有のTLVがイネーブルかどう
かが表示されます。可能な値は Enabledまたは
Disabledです。

Cisco extensions:
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説明フィールド

Multichassis Link Aggregation（MC-LAG）を使
用してバンドルが動作しているかどうかが表示

されます。次の可能な値が指定されます。

• Operational：MC-LAGのすべての必要な設
定が行われ、mLACPはバンドルで使用中
です。

• Not operational：バンドルまたはバンドル
のアクティブメンバで必要なMC-LAGの
設定が行われていないため、mLACPは動
作していません。

• Not configured：バンドルでMC-LAGの必
要な設定が行われておらず、mLACPサブ
フィールドが表示されません。

mLACP:

バンドルが参加している Interchassis
CommunicationProtocolグループの番号（設定さ
れている場合）。設定されていない場合は、

「“Not configured”」が表示されます。

ICCP group:

この mLACPバンドルのローカルデバイスの
ICCP冗長ロール。次の可能な値が指定されま
す。

• Active：バンドルは現在ローカルでアク
ティブです。

• Standby：バンドルはローカルでバックアッ
プです。

Role

リモートデバイスのリンク数。形式は x / yで、
次の値が指定されます。

• x：リモートバンドルのアクティブ状態の
リンクの数。

• y：リモートバンドルで設定されているリ
ンクの総数。

Foreign links <active/configured>:
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説明フィールド

バンドルで mLACPスイッチオーバーを実行す
る方法。次の可能な値が指定されます。

• Brute force：動的なプライオリティ管理を
使用する代わりに、メンバを Not
Aggregatableとマークしてフェールオー
バーをトリガーします。これは、デュア

ルホーム接続デバイス（DHD）がプライ
オリティの高いシステムの場合には、唯一

の制御方法です。mLACPバンドルだけに
適用されます。

• Non-revertive：これがデフォルトです。動
的なプライオリティ管理が使用されます。

バンドルは、後続の障害が発生した場合を

除き、元のアクティブな接続ポイント

（PoA）にフェールバックしません。

• Revertive：動的なプライオリティ管理が使
用されますが、障害が発生しなかったプラ

イオリティがより高いデバイス（バンドル

の設定済みポートプライオリティに基づ

く）は常にアクティブです。つまり、ス

イッチオーバーのトリガーで障害が発生し

た場合、障害状態がクリアされると、最初

のアクティブリンクが再度アクティブに

なります。

スイッチオーバーのタイプは、mlacpswitchover
typeコマンドを使用してデフォルトの動作から
変更することができます。

Switchover type:

mlacp switchover recovery delayコマンドを使用
して障害からリカバリした後に、アクティブな

mLACPデバイスになることを遅延する秒数。
mlacp switchover recovery delay mlacpコマンド
が設定されていない場合は、「“None”」が表示
されます

Recovery delay:
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説明フィールド

しきい値。この値未満の場合、mLACPスイッ
チオーバーがトリガーされ、バンドルが設定さ

れているアクティブなリンクまたは帯域幅の最

大数に到達することができます（mlacp
switchovermaximizeコマンドを使用）。次の可
能な値が指定されます。

• x links：バンドルの mLACPスイッチオー
バーのトリガーとして保持される最大しき

い値のターゲットとして使用されるアク

ティブリンクの数。

• y kbps：バンドルの mLACPスイッチオー
バーのトリガーとして保持されるターゲッ

トしきい値として使用される帯域幅（kBps
単位）。

• Not configured：mlacp switchovermaximize
コマンドが設定されていません。 mLACP
スイッチオーバーは、バンドルの最小のア

クティブリンクまたは帯域幅に基づきま

す。

Maximize threshold:

IPv4ベースの双方向フォワーディング（BFD）
がバンドルインターフェイスで動作しているか

どうかが表示されます。次の可能な値が指定さ

れます。

• Operational：すべての必要な設定が行わ
れ、IPv4 BFDはバンドルで使用中です。

• Not operational：バンドルまたはバンドル
のアクティブメンバで必要な設定が行わ

れていないため、IPv4 BFDは動作してい
ません。

• Not configured：バンドルで IPv4 BFDの必
要な設定が行われておらず、BFDサブ
フィールドが表示されません。

IPv4 BFD:
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説明フィールド

BFDをイネーブルにすると、対象のプロトコル
と通信するバンドルメンバで実行中のセッショ

ンからバンドルの BFDセッションの状態が表
示されます。次の可能な値が指定されます。

• Down：BFDバンドルメンバのアクティブ
リンクまたは帯域幅に設定されている最小

しきい値が使用可能ではないため、BFD
セッションがダウンしています。

• Off：BFDはバンドルメンバに設定されて
いません。

• Up：アクティブリンクの数または帯域幅
の最小しきい値に達したため、バンドル

メンバの BFDセッションがアップになり
ます。

State:

バンドルで BFD高速検出が設定されているか
どうかが表示されます。次の可能な値が指定さ

れます。

• Enabled：bfd fast-detectコマンドがバンド
ル上で設定されています。

• Disabled：bfd fast-detectコマンドがバンド
ル上で設定されていません。

Fast detect:

bfd address-family ipv4 timers startコマンドを
使用して設定された BFD起動タイマーの状態
が表示されます。次の可能な値が指定されま

す。

• xs：セッションのアップを宣言できるよう
に、BFDメンバリンクセッションの開始
後、BFDピアからの予測される通知が受
信されるのを待つ秒数（60～ 3600）。そ
の期間の後にSCNが受信されない場合は、
BFDセッションのダウンが宣言されます。

• Off：起動タイマーは設定されておらず、
BFDセッションのダウンは BFDサーバか
らの通知だけで宣言されます。

Start timer:
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説明フィールド

bfd address-family ipv4 timers nbr-unconfigコマ
ンドを使用して設定された BFD起動タイマー
の状態が表示されます。次の可能な値が指定さ

れます。

• x s：BFDピア間の設定の不一致を解決で
きるように、BFD設定が BFDネイバーに
よって削除されたことの通知の受信後に待

機する秒数（60～ 3600）。指定されたタ
イマーに達する前に BFD設定の問題が解
決されない場合、BFDセッションのダウ
ンが宣言されます。

• Off：neighbor-unconfiguredタイマーは設定
されておらず、BFDセッションのダウン
は BFDサーバからの通知だけで宣言され
ます。

Neighbor-unconfigured timer:

BFDセッションの最小制御パケット間隔のミリ
秒数（形式は x ms）。指定できる範囲は 15～
30000です。

Preferred min interval:

BFDセッションのダウンが宣言される前に失わ
れた可能性のあるエコーパケットの最大数を指

定するエコー障害検出用に使用される乗数の値

（2～ 50）。

Preferred multiple:

bfd address-family ipv4 destinationコマンドを使
用して設定されたバンドルメンバリンクのBFD
セッションの宛先 IPアドレス。宛先 IPアドレ
スが設定されていない場合は、「“Not
configured”」が表示されます。

Destination address:

バンドルメンバとして設定されたローカルイ

ンターフェイスポートまたはmLACPピアデバ
イスで受信された外部インターフェイスの名

前。可能な値は短縮されたインターフェイス名

またはテキスト文字列です。

Port
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説明フィールド

インターフェイスポートのあるデバイスのラベ

ル配布プロトコル（LDP）のアドレス。次の可
能な値が指定されます。

• address：デバイスの IPアドレス。

• Local：インターフェイスポートは、ロー
カルデバイスにあります。

Device

ポートのステータス。次のいずれかの値になり

ます。

• Active：リンクがトラフィックを送受信で
きます。

• BFDRunning：BFDがダウンしているか、
または完全にネゴシエートされていないた

め、リンクが非アクティブです。

• Configured：設定の不一致のため、リンク
は動作不可またはダウンしたままとなりま

す。リンクは、アクティブリンクの障害

からのスイッチオーバーには使用できませ

ん。

• Hot Standby：リンクは、アクティブリン
クで障害が発生した場合に引き継ぐことが

でき、LACPプロトコルデータユニット
（PDU）をさらに交換することなく、即時
にアクティブ状態に遷移できます。

• Negotiating：リンクは LACPネゴシエー
ションの処理中であり、ピアによってより

低いLACP状態で保持されています（リン
クがピアでスタンバイであるため、な

ど）。

• Standby：リンクはトラフィックを送受信
していませんが、アクティブリンクの障

害からのスイッチオーバーで使用可能で

す。

State

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 709

Cisco ASR 9000 シリーズルータのリンクバンドリングコマンド
show bundle



説明フィールド

インターフェイスポートの ID。形式は x / yで、
次の値が指定されます。

• x：2バイトの 16進数値のポートプライオ
リティ。

• y：2バイトの 16進数値のリンク ID。

Port ID

インターフェイスポートの帯域幅（kbps）。B/W, kbps

リンクがアクティブ状態に到達しなかった理由

を説明するバンドルメンバのリストの下に表示

されるテキスト。

State reason

表 46：State Reasons

説明理由

LACPがネゴシエートされるが、リモートデバ
イスからの BFDセッションが未設定のため、
リンクは BFD Running状態です。

BFD session is unconfigured on the remote end

LACPがネゴシエートされるが、ローカルシス
テムとリモートデバイスの間の BFDセッショ
ンがダウンしているため、リンクはBFDRunning
状態です。

BFD state of this link is Down

リンクがメンバとして設定されているバンドル

が管理上のダウン状態であるため、リンクは

Configured状態です。

Bundle has been shut down

リンクがメンバとして設定されているバンドル

自体が設定されていないため、リンクは

Configured状態です。

Bundle interface is not present in configuration

リンクがメンバとして設定されているバンドル

がまだ作成中であるため、リンクは Configured
状態です。

Bundle is in the process of being created

リンクがメンバとして設定されているバンドル

が削除されているため、リンクはConfigured状
態です。

Bundle is in the process of being deleted
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説明理由

リンクがメンバとして設定されているバンドル

が、リンクが配置されているラインカードにま

た複製中であるため、リンクはConfigured状態
です。

Bundle is in the process of being replicated to this
location

リンクが mLACPピア PoAへの強制スイッチ
オーバーの一部としてダウン状態になったた

め、リンクはConfigured状態です。これは、総
当たりのスイッチオーバーが設定されている場

合にのみ発生します。

Forced switchover to the mLACP peer

リンクおよびそのバンドルで構成される ICCP
グループのネットワークコア経由の接続がない

ため、リンクはConfigured状態です。したがっ
て、LACPパートナーデバイスがトラフィック
を送信するのを防ぐため、リンクはダウン状態

になりました。

ICCP group is isolated from the core network

リンクの帯域幅が同じバンドルに設定されてい

る他のリンクに適合しないため、リンクは

Configured状態です。帯域幅が大きすぎるか、
または小さすぎる可能性があります。

Incompatible with other links in the bundle
(bandwidth out of range)

バンドルがLACPシャットダウンを使用して設
定されているため、リンクはスタンバイ状態で

す。

LACP shutdown is configured for the bundle

リンクのLACPの使用が同じバンドルに設定さ
れている他のリンクに適合しないため、リンク

はConfigured状態です。一部のリンクで、他の
リンクでは実行されていないLACPが実行され
ている可能性があります。

Incompatible with other links in the bundle (LACP
vs non-LACP)

mLACPピア PoAが、リンクがMuxマシンで
Collecting状態になったことを示していないた
め、リンクはネゴシエーションステートです。

これは、mLACPピアとその LACPパートナー
間の問題が原因であるか、またはこの状態が

ローカルシステムに対して通知されていないこ

とが原因である可能性があります。

Link is Attached and has not gone Collecting (reason
unknown)
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説明理由

mLACPピア PoAが、リンクがMuxマシンで
Distributing状態になったことを示していないた
め、リンクはネゴシエーションステートです。

これは、mLACPピアとその LACPパートナー
間の問題が原因であるか、またはこの状態が

ローカルシステムに対して通知されていないこ

とが原因である可能性があります。

Link is Collecting and has not gone Distributing
(reason unknown)

リンクは、バンドルから削除され、削除の間、

Configured状態のままとなります。
Link is being removed from the bundle

LACPパートナーデバイスから LACPDUを受
信していないため、リンクはConfigured状態で
す。パートナーは送信されていないか、または

パケットが失われています。

Link is Defaulted; LACPDUs are not being received
from the partner

リンクが運用上または管理上のダウン状態であ

るため、リンクは Configured状態です。
Link is down

Current-While期間に LACPパートナーデバイ
スから LACPDUを受信しておらず、受信マシ
ンでリンクが期限切れとマークされているた

め、リンクはネゴシエーションステートです。

Link is Expired; LACPDUs are not being received
from the partner

メンバの設定がまだ処理されているため、リン

クは Configured状態です。
Link is in the process of being created

mLACPピアPoAによって提示されているため、
リンクはスタンバイ状態です。

Link is marked as Standby by mLACP peer

リンクがmLACPピア PoAによって個別リンク
としてマークされているため、リンクは

Configured状態です。

Link is Not Aggregatable (reason unknown)

ピアとの mLACPネゴシエーションによって、
このリンクがConfigured状態で維持されていま
す。これは、2つのピアデバイス間の設定ミス
を示している可能性があります。

Link is not operational as a result of mLACP
negotiations

Selected状態のリンクの数がすでにアクティブ
リンクのハードプラットフォーム制限に達した

ため、リンクはスタンバイ状態です。

Link is Standby; bundle has more links than are
supported
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説明理由

Selected状態のリンクの数が設定されている最
大アクティブリンクのしきい値にすでに達した

ため、リンクはスタンバイ状態です。

Link is Standby due to maximum-active links
configuration

LACPがネゴシエートされるが、リモートデバ
イスからの BFDセッションが開始されていな
いため、リンクは BFD Running状態です。

Link is waiting for BFD session to start

ループバック状態（バンドルのメンバとして設

定された 2つのリンクが相互に接続されてい
る）がリンク上で検出されたため、リンクは

Configured状態です。

Loopback: Actor and Partner have the same System
ID and Key

最小アクティブリンク/帯域幅しきい値を満た
すために十分な選択可能なリンク（バンドル内

で Selectedとマークされるための基準を満たし
ていないリンク）がないため、リンクはスタン

バイ状態です。

Not enough links available to meet minimum-active
threshold

リンクがLACPパートナーデバイスによって個
別リンクとしてマークされているため、リンク

は Configured状態です。

Partner has marked the link as Not Aggregatable

LACPパートナーデバイスが、リンクが
LACPDUで Collecting状態であることをアドバ
タイズしていないため、リンクはネゴシエー

ションステートです。

Partner has not advertised that it is Collecting

LACPパートナーデバイスが、送信している
LACPDUでローカルシステムのポート情報を
適切にエコーしていないため、リンクはネゴシ

エーションステートです。

Partner has not echoed the correct parameters for this
link

mLACPピア PoAが、LACPパートナーデバイ
スが同期化されていることを示していないた

め、リンクはネゴシエーションステートです。

これは、デバイスが実際に同期化されていない

か、またはこの状態がローカルシステムに通知

されていないことが原因である可能性がありま

す。

Partner is not Synchronized (Waiting, not Selected,
or out-of-date)
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説明理由

LACPパートナーデバイスが、送信している
LACPDUで同期化されていることを示していな
いため、リンクはネゴシエーションステートで

す。パートナーデバイスで、リンクが

wait-whileタイマーの期限切れをまだ待機して
いるか、スタンバイ状態で維持されているか、

設定ミスにより、同じバンドル内に設定された

リンク間の LAG IDの不一致が発生した可能性
があります。

Partner is not Synchronized (Waiting, Standby, or
LAG ID mismatch)

LACPパートナーデバイスによって指定された
システム IDまたは動作キーが同じバンドル内
の他の選択済みリンクで表示されるシステム ID
または動作キーと一致しないため、リンクは

Configured状態です。これは、設定ミスを示し
ている可能性があります。

Partner System ID/Key do not match that of the
Selected links

wait-whileタイマーがまだ実行中であり、新し
い状態がまだ設定されていないため、リンクは

Configured状態です。

Wait-while timer is running

___________________
関連コマンド 説明コマンド

新しいバンドルを指定または作成し、そのバンドルのイン

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（バンドル）, （663ペー
ジ）
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show bundle brief
設定されているすべてのバンドルに関するサマリー情報を表示するには、EXECコンフィギュレー
ションモードで show bundle briefコマンドを使用します。

show bundle brief

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 設定されているすべてのバンドルの情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC（#）

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン

このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次の例では、ルータで設定されている 2つのバンドル BE16および BE100のステータスが表示さ

れています。両方ともイーサネットバンドルで、バンドル 16のみがアップ状態です。
RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle brief
Thu Mar 3 14:40:35.167 PST

Name | IG | State | LACP | BFD | Links | Local b/w, |
| | | | | act/stby/cfgd | kbps |

-------|----------|---------------|------|-----|---------------|------------|
BE16 - Up On Off 1 / 1 / 2 1000000
BE100 - Down Off Off 0 / 0 / 0 0
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表 47：show bundle briefのフィールドの説明, （716ページ）に、この出力で表示されるフィール
ドについて説明します。

表 47：show bundle brief のフィールドの説明

説明フィールド

次のいずれかの形式のバンドルインターフェイ

スの短縮名。

• BEx：ID番号が xのイーサネットバンド
ル。

Name

バンドルがメンバであるシャーシ間グループ ID
（設定されている場合）。

IG
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説明フィールド

ローカルデバイスでのバンドルの状態。次の可

能な値が指定されます。

• Admin down：バンドルがシャットダウン
するように設定されています。

• Bundle shut：バンドルはスタンバイ状態の
すべてのリンクを保持して、トラフィック

をサポートしません。

• Down：バンドルが操作上ダウンしていま
す。ローカルデバイスにアクティブメン

バがありません。

• mLACP cold standby：バンドルは、マルチ
シャーシ LACPスタンバイデバイスとし
て機能していますが、上位層は同期されま

せん。

• mLACPhot standby：バンドルはmLACPピ
アデバイスでアップしており、そのバン

ドルがピアでダウンしている場合は、ロー

カルデバイスが引き継ぎます。

• Nak：ローカルデバイスおよびピアデバ
イスは設定エラーを解決できません。

• Partner down：バンドルの終端においてト
ラフィックを転送できないことがパート

ナーシステムにより示されています。

• PE isolated：バンドルは、コアから分離さ
れます。

• Up：バンドルにこのデバイスのアクティ
ブメンバがあります。

State

バンドルの Link Aggregation Control Protocol
（LACP）の状態。次の可能な値が指定されま
す。

• On：LACPは、バンドルで使用中です。

• Off：LACPはアクティブではありません。

LACP
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説明フィールド

BFDをイネーブルにすると、対象のプロトコル
と通信するバンドルメンバで実行中のセッショ

ンからバンドルの BFDセッションの状態が表
示されます。次の可能な値が指定されます。

• Down：BFDバンドルメンバのアクティブ
リンクまたは帯域幅に設定されている最小

しきい値が使用可能ではないため、BFD
セッションがダウンしています。

• Off：BFDはバンドルメンバに設定されて
いません。

• Up：アクティブリンクの数または帯域幅
の最小しきい値に達したため、バンドル

メンバの BFDセッションがアップになり
ます。

BFD

特定のステータスを持つバンドルのリンク数。

形式は x/y/zで、次の値が指定されます。

• x：ローカルデバイスのバンドルでアク
ティブ状態のリンクの数（1からバンドル
でサポートできるリンクの最大数まで）。

• y：ローカルデバイスのバンドルでスタン
バイ状態のリンクの数（1からバンドルで
サポートできるリンクの最大数まで）。

• z：ローカルデバイスのバンドルで設定さ
れているリンクの合計数（1からバンドル
でサポートできるリンクの最大数まで）。

Links act/stby/cfgd

ローカルデバイスのバンドルの現在の帯域幅

（この有効な帯域幅は設定によって制限される

場合があります）。

Local b/w, kbps

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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show bundle load-balancing
リンクバンドルインターフェイスの各メンバのトラフィックのポート、使用、重量、分散など、

ロードバランシングの情報を表示するには、EXECモードで show bundle load-balancingコマンド
を使用します。

show bundle load-balancing [Bundle-Ether |Bundle-POS bundle-id] [brief] [detail] [location]

___________________
構文の説明

（任意）情報を表示するイーサネットバンドルの番号を指定します。

範囲は 1～ 65535です。
Bundle-Ether bundle-id

（任意）情報を表示する PoSバンドルの番号を指定します。範囲は 1
～ 65535です。

Bundle-POS bundle-id

（任意）指定された場所のすべてのノードのサマリー情報を表示しま

す。

brief

（任意）指定された場所のすべてのノードの詳細情報を表示します。detail

（任意）ノードの場所を指定します。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

location

___________________
コマンドデフォルト briefまたは detailキーワードが使用され、locationが指定されていない場合、ルータのすべての

ノードに関する情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

Bundle-POSキーワードが追加されました。リリース 4.2.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、show bundle load-balancingコマンドとそのさまざまなキーワードの使用例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle load-balancing brief

Node: 0/0/CPU0
Sub-Intf Member

Total
Interface Count Count Wgt.
----------------- -------- ------------
Bundle-Ether12345 10 63 134

Node: 0/1/CPU0
Sub-Intf Member

Total
Interface Count Count Wgt.
----------------- -------- ------------
Bundle-Ether12345 10 63 134

show bundle load-balancing brief location 0/0/CPU0

Node: 0/0/CPU0
Sub-Intf Member

Total
Interface Count Count Wgt.
----------------- -------- ------------
Bundle-Ether12345 10 63 134

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle load-balancing location 0/0/CPU0

==============================================================================

Bundle-Ether12345
Type: Ether (L2)
Members: 63
Total Weighting: 134
Sub-interfaces: 10

Member Information:
Port ID BW
------------ -- --
Gi0/0/0/1 0 10
Gi0/0/0/3 1 1

[...]

Platform Information:
=====================

Bundle Summary Information:
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---------------------------
Interface : Bundle-Ether100 Ifhandle : 0xa0000a0
Lag ID : 1 Virtual Port : 20
Number of Members : 4 Local to LC : 1

Member Information:
ul_id Interface ifhandle SFP port slot
----- --------- --------- --- ---- ----
0 Gi0/4/0/3 0x8000100 16 3 4
1 Gi0/4/0/10 0x80002c0 17 10 4
2 Gi0/4/0/17 0x8000480 17 17 4
3 Gi0/4/0/24 0x8000640 18 4 4

Bundle Table Information:
-------------------------
[NP 0]:
---------------------------------------------------------------------
Unicast (Global) LAG table | Multicast (Local) LAG table
---------------------------------------------------------------------
idx local ul_id SFP port | idx local ul_id SFP port
---------------------------------------------------------------------
1 1 0 16 3 1 1 0 16 3
2 1 1 17 10 2 1 1 17 10
3 1 2 17 17 3 1 2 17 17
4 0 3 18 4 4 0 3 18 4
5 1 0 16 3 5 1 0 16 3
6 1 1 17 10 6 1 1 17 10
7 1 2 17 17 7 1 2 17 17
8 0 3 18 4 8 0 3 18 4

[NP 1]:
---------------------------------------------------------------------
Unicast (Global) LAG table | Multicast (Local) LAG table
---------------------------------------------------------------------
idx local ul_id SFP port | idx local ul_id SFP port
---------------------------------------------------------------------
1 0 0 16 3 1 0 0 16 3
2 0 1 17 10 2 0 1 17 10
3 0 2 17 17 3 0 2 17 17
4 1 3 18 4 4 1 3 18 4
5 0 0 16 3 5 0 0 16 3
6 0 1 17 10 6 0 1 17 10
7 0 2 17 17 7 0 2 17 17
8 1 3 18 4 8 1 3 18 4

==============================================================================

Bundle-POS3
Type: POS (L3)
Members: 2
Total Weighting: 2
Sub-interfaces: 0

Member Information:
Port: ID BW
------------ -- --
POS0/2/0/1 3 1
POS0/4/0/0 4 1

==============================================================================

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle load-balancing Bundle-Ether 12345 detail location 0/0/CPU0

Bundle-Ether12345
Type: Ether (L2)
Members: 63
Total Weighting: 134
Sub-interfaces: 10

Member Information:
Port ID BW
------------ -- --
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Gi0/0/0/1 0 10
Gi0/0/0/3 1 1

[...]

Sub-interface Information:
Sub-interface Type Load Balance
---------------------------- ---- ------------
Bundle-Ether12345.4294967295 L2 Default
Bundle-Ether12345.2 L2 Hash: XID
Bundle-Ether12345.3 L2 Fixed: 2

[...]

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle load-balancing Bundle-Ether12345.2 location 0/0/CPU0

Bundle-Ether12345
Type: Ether (L2)
Members: 63
Total Weighting: 134
Sub-interfaces: 10

Sub-interface Information:
Sub-interface Type Load Balance
---------------------------- ---- ------------
Bundle-Ether12345.2 L2 Hash: XID

Platform Information:
=====================

Bundle Summary Information:
---------------------------
Interface : Bundle-Ether100 Ifhandle : 0xa0000a0
Lag ID : 1 Virtual Port : 20
Number of Members : 4 Local to LC : 1

Member Information:
ul_id Interface ifhandle SFP port slot
----- --------- --------- --- ---- ----
0 Gi0/4/0/3 0x8000100 16 3 4
1 Gi0/4/0/10 0x80002c0 17 10 4
2 Gi0/4/0/17 0x8000480 17 17 4
3 Gi0/4/0/24 0x8000640 18 4 4

Bundle Table Information:
-------------------------
[NP 0]:
---------------------------------------------------------------------
Unicast (Global) LAG table | Multicast (Local) LAG table
---------------------------------------------------------------------
idx local ul_id SFP port | idx local ul_id SFP port
---------------------------------------------------------------------
1 1 0 16 3 1 1 0 16 3
2 1 1 17 10 2 1 1 17 10
3 1 2 17 17 3 1 2 17 17
4 0 3 18 4 4 0 3 18 4
5 1 0 16 3 5 1 0 16 3
6 1 1 17 10 6 1 1 17 10
7 1 2 17 17 7 1 2 17 17
8 0 3 18 4 8 0 3 18 4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

メンバリンクの送信元 IPアドレスおよび宛先 IPアドレス
を表示します。

bundle-hash, （639ページ）
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説明コマンド

バンドルの特定のサブインターフェイス上のすべての出力

トラフィックを、同じ物理メンバリンクを介して送信され

るように設定できます。

bundle load-balancing hash（EFP）, （
649ページ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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show bundle replication bundle-ether
リンクバンドルインターフェイスの複製状態を表示するには、EXECモードで、show bundle
replication bundle-etherコマンドを使用します。

show bundle replication bundle-ether bundle_id [all] [in-progress] [pending]

___________________
構文の説明

すべてのノードの複製状態を表示します。all

複製が実行中のノードのみを表示します。in-progress

複製を保留しているノードのみを表示します。pending

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次の例に、次の方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show bundle replication bundle-ether 1 all
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show iccp group
ICCPパラメータの情報を表示するには、EXECモードで、show iccp groupコマンドを使用しま
す。

show iccp group {group-id| location node-id}

___________________
構文の説明 ICCPグループ ID。group-id

場所を指定します。location

ノード ID。 node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力しま
す。

node-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readmpls-ldp
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___________________
例 次に、show iccp groupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#show iccp group

Redundancy Group 1
member ip:2.2.2.2 (router2), up (connected)
monitor: route-watch (up)

backbone interface Gi0/2/0/3: up
enabled applications: mLACP
isolation recovery delay timer: 180 s, not running

Redundancy Group 2
member ip:2.2.2.2 (router2), up (disconnected)
monitor: route-watch (up)

backbone interface Gi0/2/0/3: up
enabled applications: mLACP
isolation recovery delay timer: 180 s, not running

RP/0/RSP0/CPU0:router#show iccp group 1
Redundancy Group 1
member ip:2.2.2.2 (router2), up (connected)
monitor: route-watch (up)

backbone interface Gi0/2/0/3: up
enabled applications: mLACP
isolation recovery delay timer: 180 s, not running
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show lacp bundle
LinkAggregationControl Protocol（LACP）およびそのピアに関する詳細情報を表示するには、EXEC
モードで show lacp bundleコマンドを入力します。

show lacp bundle {Bundle-Ether} bundle-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、特定のイーサネットバンドルの LACP情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp bundle Bundle-Ether 1

Flags: A - Device is in Active mode. P - Device is in Passive mode.
S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
D - Port is using default values for partner information
E - Information about partner has expired

State: 0 - Port is Not Aggregatable. 1 - Port is Out Of Sync with peer.
2 - Port is In Sync with peer. 3 - Port is Collecting.
4 - Port is Collecting and Distributing.

Bundle-Ether1
Minimum active Maximum active

B/W (Kbps) MAC address Links B/W (Kbps) Links
---------- -------------- ----- ---------- -----

0 0800.453a.651d 1 620000 32
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Port State Flags Port ID Key System-ID
------------ ----- ----- -------------- ------ -------------------------
Gi0/0/2/0 1 ASDE 0x8000, 0x0001 0x0001 0x8000, 08-00-45-3a-65-01
PEER 0 PSD 0xffff, 0x0000 0x0000 0xffff, 00-00-00-00-00-00

表 48：show lacp bundle のフィールドの説明

説明フィールド

Flagsフィールドでは、デバイスまたはポート
に適用されるフラグを示します。

Flags

Stateフィールドでは、ポートの状態に適用され
るフラグを示します。

State

ポート IDは、rack/slot/module/portの形式で示
されます。

Port

指定されたポートの状態に関する情報を示しま

す。次のようなフラグがあります。

• 0：ポートは集約可能ではありません。

• 1：ポートはピアと同期されていません。

• 2：ポートはピアと同期されています。

• 3：ポートは収集を行っています。

• 4：ポートは収集および配信を行っていま
す。

State

指定されたデバイスまたはポートの状態に関す

る情報を示します。次のようなフラグがありま

す。

• A：デバイスはアクティブモードです。

• P：デバイスはパッシブモードです。

• S：デバイスは低速でPDUを送信するよう
ピアに要求します。

• F：デバイスは高速でPDUを送信するよう
ピアに要求します。

• D：ポートでパートナー情報のデフォルト
値を使用しています。

• E：パートナーに関する情報の期限が切れ
ています。

Flags
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説明フィールド

ポート IDは、Nxnnnnの形式で示されます。 N
はポートプライオリティ、nnnnは送信元ルー
タで割り当てられるポート番号です。

Port ID

指定されたリンクおよびアグリゲータに関連付

けられている2バイトの数字。各ポートには、
動作キーが割り当てられています。ポートが他

のポートに集約できるかどうかは、このキーに

よって示されます。同じキーを持つポートは、

バンドルされた同じインターフェイスを選択し

ます。システム ID、ポート ID、およびキーを
組み合わせて、LACPシステム内のポートを一
意に定義しています。

Key

システム ID。システム IDは、各 LACPパケッ
ト内でリンクの詳細とともに送信されるシステ

ムの LACPプロパティです。

System-ID

___________________
関連コマンド 説明コマンド

集約されたインターフェイスまたはバンドルにポートを追

加します。

bundle id, （645ページ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）
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show lacp counters
Link Aggregation Control Protocol（LACP）統計情報を表示するには、EXECモードで show lacp
countersコマンドを入力します。

show lacp counters {Bundle-Ether} bundle-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、イーサネットバンドルの LACPカウンタを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp counters bundle-ether 1

Bundle-Ether1
LACPDUs Marker

Port Sent Received Received Resp. Sent Last Cleared
------------- ---------------------- ---------------------- ------------
Gi0/0/2/0 12 0 0 0 never

Port Excess Excess Pkt Errors
------------- ---------- ---------- ----------
Gi0/0/2/0 0 0 0
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表 49：show lacp counters のフィールドの説明

説明フィールド

次の Link Aggregation Control Protocol Data Unit
（LACPDUs）の統計情報を示します。

• Port

• Sent

• Received

• Last Cleared

• Excess

• Pkt Errors

LACPDUs

次の marker packetsの統計情報を示します。

• Received

• Resp. Sent

• Last Cleared

• Excess

• Pkt Errors

Markerプロトコルは、フローがリン
クから再分散された場合にそのリン

クでデータが送信されないようにす

るために、IEEE802.3adバンドルで使
用されます。

（注）

Marker

___________________
関連コマンド 説明コマンド

すべてのバンドルのすべてのメンバ、特定のバンドルのすべて

のメンバ、または特定のポートのLACPカウンタをクリアしま
す。

clear lacp counters, （659ページ）
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show lacp io
インターフェイスでパケットを送信する送信デバイスが使用する Link Aggregation Control Protocol
（LACP）送信情報を表示するには、EXECモードで、show lacp ioコマンドを使用します。

show lacp io {Bundle-Ether} bundle-id {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id

___________________
構文の説明

（任意）指定されたbundle-idを持つイーサネットバンドルインターフェ
イスの情報を表示します。指定できる範囲は 1～ 65535です。

Bundle-Ether bundle-id

（任意）指定された interface-path-idを持つギガビットイーサネットイン
ターフェイスの情報を表示します。

GigabitEthernet

（任意）指定された interface-path-idを持つ 10ギガビットイーサネット
インターフェイスの情報を表示します。

TenGigE

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトではパラメータを使用せず、アクティブに送信するすべてのインターフェイスの情報

を表示します。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドはアクティブにパケットを送信しているインターフェイスの情報だけを表示します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、バンドル IDが 28のイーサネットバンドルインターフェイスの Link Aggregation Control

Protocol（LACP）情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp io bundle-ether 28

Thu Jun 18 16:28:54.068 PST

Bundle-Ether28

Interface GigabitEthernet0/1/5/6
================================
Interface handle: 0x01180100
Interface media type: Ethernet
Fast periodic interval: 1000ms
Source MAC address: 0015.63c0.b3b8
Actor system: 0x8000, 00-15-63-c0-b0-04
Actor key: 0x001c
Actor port: 0x8000, 0x0001
Actor state: Act (T/o) Agg Sync Coll Dist (Def) (Exp)
Partner system: 0x8000, 00-15-63-58-b9-04
Partner key: 0x001c
Partner port: 0x0001, 0x0003
Partner state: Act (T/o) Agg Sync Coll Dist (Def) (Exp)

Interface GigabitEthernet0/1/5/7
================================
Interface handle: 0x01180120
Interface media type: Ethernet
Fast periodic interval: 1000ms
Source MAC address: 0015.63c0.b3b9
Actor system: 0x8000, 00-15-63-c0-b0-04
Actor key: 0x001c
Actor port: 0x8000, 0x0002
Actor state: Act (T/o) Agg Sync (Coll) (Dist) (Def) (Exp)
Partner system: 0x8000, 00-15-63-58-b9-04
Partner key: 0x001c
Partner port: 0x0002, 0x0004
Partner state: Act (T/o) Agg (Sync) (Coll) (Dist) (Def) (Exp)

次に、アクティブに送信しているインターフェイスの Link Aggregation Control Protocol（LACP）
情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp io

Thu Jun 18 16:33:57.330 PST

Bundle-Ether28

Interface GigabitEthernet0/1/5/6
================================
Interface handle: 0x01180100
Interface media type: Ethernet
Fast periodic interval: 1000ms
Source MAC address: 0015.63c0.b3b8
Actor system: 0x8000, 00-15-63-c0-b0-04
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Actor key: 0x001c
Actor port: 0x8000, 0x0001
Actor state: Act (T/o) Agg Sync Coll Dist (Def) (Exp)
Partner system: 0x8000, 00-15-63-58-b9-04
Partner key: 0x001c
Partner port: 0x0001, 0x0003
Partner state: Act (T/o) Agg Sync Coll Dist (Def) (Exp)

Interface GigabitEthernet0/1/5/7
================================
Interface handle: 0x01180120
Interface media type: Ethernet
Fast periodic interval: 1000ms
Source MAC address: 0015.63c0.b3b9
Actor system: 0x8000, 00-15-63-c0-b0-04
Actor key: 0x001c
Actor port: 0x8000, 0x0002
Actor state: Act (T/o) Agg Sync (Coll) (Dist) (Def) (Exp)
Partner system: 0x8000, 00-15-63-58-b9-04
Partner key: 0x001c
Partner port: 0x0002, 0x0004
Partner state: Act (T/o) Agg (Sync) (Coll) (Dist) (Def) (Exp)

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスで送受信されたLACPパケットの内容
を表示します。

show lacp packet-capture, （735ページ）

LACPパケットの送受信の短期間の間隔をイネーブルに
します。

lacp period short, （674ページ）

情報が表示されるようにLACPパケットをキャプチャし
ます。

lacp packet-capture, （671ページ）
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show lacp packet-capture
インターフェイスで送受信された Link Aggregation Control Protocol（LACP）パケットの内容を表
示するには、EXECモードで、show lacp packet-captureコマンドを使用します。

show lacp packet-capture [decoded] [in| out] {GigabitEthernet| TenGigE} interface-path-id

___________________
構文の説明

（任意）指定したインターフェイスのデコード形式のパケット情報を表示

します。

decoded

（任意）入力パケットだけのパケット情報を表示します。in

（任意）出力パケットだけのパケット情報を表示します。out

指定された interface-path-idを持つギガビットイーサネットインターフェ
イスのパケット情報を表示します。

GigabitEthernet

指定された interface-path-idを持つ 10ギガビットイーサネットインター
フェイスのパケット情報を表示します。

TenGigE

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、入力と出力の両方の情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

lacppacket-captureコマンドは、1つのインターフェイスで送受信されたパケットをキャプチャ
します。これらのパケットの内容は、show lacppacket-captureコマンドで表示できます。 lacp
packet-captureコマンドが発行されない場合、show lacp packet-captureコマンドは情報を表示
しません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、ギガビットイーサネットインターフェイスの LACPパケットの内容を 16進数表記で表示

する例を示します。

次の例では、lacp packet-captureコマンドの発行後に、show lacp packet-captureコマンドを発
行する前にインターフェイスで送受信されたパケットをシステムがキャプチャするまで、十分

な時間待機する必要があります。待機しない場合、情報が表示されません。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture gigabitethernet 0/1/0/0 100
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp packet-capture gigabitethernet 0/1/0/0

Wed Apr 29 16:27:40.996 GMT
OUT Apr 29 17:05:50.123
========================
01 01 01 14 80 00 02 a7 4c 81 95 04 00 01 80 00 00 01 45 00
00 00 02 14 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 40 00
00 00 03 10 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

OUT Apr 29 17:35:50.124
========================
...

次に、個々のパケットからデコードされ、ギガビットイーサネットインターフェイスで送受信さ

れる LACPパラメータを表示する例を示します。
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次の例では、lacp packet-captureコマンドの発行後に、show lacp packet-captureコマンドを発
行する前にインターフェイスで送受信されたパケットをシステムがキャプチャするまで、十分

な時間待機する必要があります。待機しない場合、情報が表示されません。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# lacp packet-capture gigabitethernet 0/1/0/0 100
RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp packet-capture decoded gigabitethernet 0/1/0/0

Wed Apr 29 16:27:54.748 GMT
OUT Apr 29 17:06:03.008
========================
Subtype: 0x01 - LACP Version: 1

TLV: 0x01 - Actor Information Length: 20
System: Priority: 32768, ID: 02-a7-4c-81-95-04
Key: 0x0001, Port priority: 32768, Port ID: 1
State: Act (T/o) Agg (Sync) (Coll) (Dist) Def (Exp)

TLV: 0x02 - Partner Information Length: 20
System: Priority: 65535, ID: 00-00-00-00-00-00
Key: 0x0000, Port priority: 65535, Port ID: 0
State: (Act) (T/o) (Agg) (Sync) (Coll) (Dist) Def (Exp)

TLV: 0x03 - Collector Information Length: 16
Max delay: 65535

TLV: 0x00 - Terminator Length: 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスでパケットを送信する送信デバイスが使

用する LACP送信情報を表示します。
show lacp io, （732ページ）

LACPパケットの送受信の短期間の間隔をイネーブルにし
ます。

lacp period short, （674ページ）

情報が表示されるように LACPパケットをキャプチャしま
す。

lacp packet-capture, （671ページ）
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show lacp port
LinkAggregation Control Protocol（LACP）ポートに関する詳細情報を表示するには、EXECモード
で show lacp portコマンドを入力します。

show lacp port [[GigabitEthernet| TenGigE] interface_instance]

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、ルータのすべてのリンクバンドルの LACPポート情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp port

Flags: A - Device is in Active mode. P - Device is in Passive mode.
S - Device sends PDUs at slow rate. F - Device sends PDUs at fast rate.
D - Port is using default values for partner information
E - Information about partner has expired

State: 0 - Port is Not Aggregatable. 1 - Port is Out Of Sync with peer.
2 - Port is In Sync with peer. 3 - Port is Collecting.
4 - Port is Collecting and Distributing.

Bundle-Ether1
Minimum active Maximum active

B/W (Kbps) MAC address Links B/W (Kbps) Links
---------- -------------- ----- ---------- -----

0 0800.453a.651d 1 620000 32
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Port State Flags Port ID Key System-ID
------------ ----- ----- -------------- ------ -------------------------
Gi0/0/2/0 1 ASDE 0x8000, 0x0001 0x0001 0x8000, 08-00-45-3a-65-01
PEER 0 PSD 0xffff, 0x0000 0x0000 0xffff, 00-00-00-00-00-00

表 50：show lacp port のフィールドの説明

説明フィールド

情報が表示される LACPポートを示します。
ポート番号は、rack/slot/module/portの形式で示
されます。

Port

指定されたデバイスまたはポートの状態に関す

る情報を示します。次のようなフラグがありま

す。

• 0：ポートは集約可能ではありません。

• 1：ポートはピアと同期されていません。

• 2：ポートはピアと同期されています。

• 3：ポートは収集を行っています。

• 4：ポートは収集および配信を行っていま
す。

State

指定されたポートの状態に関する情報を示しま

す。次のようなフラグがあります。

• A：デバイスはアクティブモードです。

• P：デバイスはパッシブモードです。

• S：デバイスは低速でPDUを送信するよう
ピアに要求します。

• F：デバイスは高速でPDUを送信するよう
ピアに要求します。

• D：ポートでパートナー情報のデフォルト
値を使用しています。

• E：パートナーに関する情報の期限が切れ
ています。

Flags

ポート IDは、Nxnnnnの形式で示されます。 N
はポートプライオリティ、nnnnは送信元ルー
タで割り当てられるポート番号です。

Port ID
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説明フィールド

指定されたリンクおよびアグリゲータに関連付

けられている2バイトの数字。各ポートには、
動作キーが割り当てられています。ポートが他

のポートに集約できるかどうかは、このキーに

よって示されます。同じキーを持つポートは、

バンドルされた同じインターフェイスを選択し

ます。システム ID、ポート ID、およびキーを
組み合わせて、LACPシステム内のポートを一
意に定義しています。

Key

システム ID。システム IDは、各 LACPパケッ
ト内でリンクの詳細とともに送信されるシステ

ムの LACPプロパティです。

System-ID

___________________
関連コマンド 説明コマンド

集約されたインターフェイスまたはバンドルにポートを追

加します。

bundle id, （645ページ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）

LACPポートおよびそのピアに関する詳細情報を表示しま
す。

show lacp bundle, （727ページ）
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show lacp system-id
Link Aggregation Control Protocol（LACP）で使用されるローカルシステム IDを表示するには、
EXECモードで show lacp system-idコマンドを入力します。

show lacp system-id

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のリンクのシステム IDと詳細は、各 LACPパケット内で送信されます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbundle

___________________
例 次に、LACPで使用されるシステム IDを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show lacp system-id

Priority MAC Address
-------- -----------------
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0x8000 08-00-45-3a-65-01

表 51：show lacp system-id のフィールドの説明

説明フィールド

このシステムのプライオリティ。値が小さいほ

ど、プライオリティは高くなります。

Priority

LACPのシステム IDに関連付けられているMAC
アドレス。

MAC Address

___________________
関連コマンド 説明コマンド

集約されたインターフェイスまたはバンドルにポート

を追加します。

bundle id, （645ページ）

設定されているバンドルについての情報を表示します。show bundle, （696ページ）

LACPポートおよびそのピアに関する詳細情報を表示
します。

show lacp bundle, （727ページ）

show lacp port, （738ページ）
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show mlacp
接続されているmLACPピアデバイス用にローカルで設定されたMC-LAG情報を表示するには、
EXECモードで show mlacpコマンドを使用します。

show mlacp [Bundle-Ether interface-path-id| iccp-group group-id] [brief| verbose]

___________________
構文の説明

バンドルの ICCPグループおよび指定されたバンドルのみの情報
を表示します。

Bundle-Ether interface-path-id

ICCPグループに関連する情報を表示します。iccp-group group-id

バンドル情報のない ICCPグループ情報だけを表示します。brief

ICCPグループ、バンドルおよびメンバの情報を表示します。verbose

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

Readbundle
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___________________
例 次に、MC-LAGの情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mlacp brief

ICCP Group 1
Connect timer: Off

Node LDP ID State System ID Sync Vers
---- --------------- ------------ ------------------------ ----- ----

1 5.4.3.1 Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done 1
2 Local Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done -

RP/0/RP0/CPU0:poa2#show mlacp

ICCP Group 1
Connect timer: Off

Node LDP ID State System ID Sync Vers
---- --------------- ------------ ------------------------ ----- ----

1 5.4.3.1 Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done 1
2 Local Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done -

Bundle-Ether1 (ROID: 0000.0001.0000.0000)
Node Aggregator Name State Agg ID MAC Address
---- -------------------- ---------- ------ ---------------

1 BE1 Up 0x0001 0000.deaf.0000
2 Bundle-Ether1 Up 0x0001 0000.deaf.0000

RP/0/RP0/CPU0:router#show mlacp verbose

ICCP Group 1
Connect timer: Off

Node LDP ID State System ID Sync Vers
---- --------------- ------------ ------------------------ ----- ----

1 5.4.3.1 Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done 1
2 Local Up 0x0001,00-0d-00-0e-00-0f Done -

Bundle-Ether1 (ROID: 0000.0001.0000.0000)
Node Aggregator Name State Agg ID MAC Address
---- -------------------- ---------- ------ ---------------

1 BE1 Up 0x0001 0000.deaf.0000
2 Bundle-Ether1 Up 0x0001 0000.deaf.0000

Priority
Node Port Name State Port Oper (Cfgd)
---- -------------------- ---------- ------ ---------------

1 Gi0/1/0/3 Up 0x9001 0x03e8 (0x03e8)
2 Gi0/0/0/1 Up 0xa001 0x07d0 (0x07d0)
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show mlacp counters
ローカルデバイスとの間で転送されるmLACPの情報に関連するカウンタを表示するには、EXEC
モードで show mlacp countersコマンドを使用します。

showmlacp counters [bdl-info| ig-info|mbr-info [bundle interface|member interface| iccp-group group-id|
mlacp-device device-id|mlacp-interface foreign-member-interface]]

___________________
構文の説明

バンドルインターフェイスに関連付けられた要求情報を表示します。Bundle-Ether

メンバインターフェイスに関連付けられた要求情報を表示します。member interface

mLACPカウンタの情報を表示します。counters

バンドルカウンタを表示します。bdl-info

ICCPグループカウンタを表示します。ig-info

メンバカウンタを表示します。mbr-info

mLACPデバイスに関連付けられた要求情報を表示します。

mlacp-deviceおよび mlacp-interfaceキーワードは mLACP
デバイスおよび mLACPインターフェイスが設定されてい
る場合にだけ使用できます。

（注）

mlacp-device

mLACPインターフェイスに関連付けられた要求情報を表示します。mlacp-interface

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

Readbundle

___________________
例 次に、MC-LAGカウンタの情報を表示する例を示します。

GigabitEthernet 0/0/0/1は ICCP Group1内にある Bundle-Ether 1に設定されます。したがって、
show mlacp counters bdl-info GigabitEthernet 0/0/0/1コマンドは、GigabitEthernet 0/0/0/1が関連
付けられているバンドル（Bundle-Ether1）のカウンタを表示します。 show mlacp counters
mbr-info Bundle-Ether 1は、Bundle-Ether1が関連付けられているメンバ（ローカル：
GigabitEthernet 0/0/0/1、外部デバイス：GigabitEthernet 0/1/0/3）のカウンタを表示します。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# show mlacp counters bdl-info GigabitEthernet 0/0/0/1

ICCP Group 1
TLVs Sent TLVs Received

Bundle Config State Priority NAKs Priority
-------------------- -------------------------------- ---------------------
Local Device
Bundle-Ether1 ????????????3 4 0 0 0
mLACP Peer 5.4.3.1
Bundle-Ether1 ????????????3 4 0 0 0

Sync Requests
Bundle TLVs (config) (state) Last Cleared
-------------------- -------------------------------- ------------
Local Device
Bundle-Ether1 ???????????0 0 0 18m12s
mLACP Peer 5.4.3.1
Bundle-Ether1 ???????????0 0 0 17m57s

RP/0/0/CPU0:router#show mlacp counters mbr-info Bundle-Ether 1

Bundle-Ether1 (ICCP Group 1)
TLVs Sent TLVs Received

Port Config State Priority NAKs Priority
-------------------- -------------------------------- ---------------------
Local Device
Gi0/0/0/1 ????????????????7 0 0 0 0
mLACP Peer 5.4.3.1
Gi0/1/0/3 ????????????????7 5 3 0 0

Sync Requests
Port TLVs (config) (state) Last Cleared
-------------------- -------------------------------- ------------
Local Device
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All ports ?????????????????0 0 0 19m3s
Gi0/0/0/1 ?????????????????0 0 0 19m3s
mLACP Peer 5.4.3.1
All ports ?????????????????1 1 1 18m49s
Gi0/1/0/3 ?????????????????0 0 0 18m49s
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの管理イーサ
ネットインターフェイスのコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで管理イーサネットインターフェイスを
設定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• duplex（管理イーサネット）, 750 ページ

• interface MgmtEth, 752 ページ

• mac-address（管理イーサネット）, 754 ページ

• speed（管理イーサネット）, 756 ページ
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duplex（管理イーサネット）
管理イーサネットインターフェイスにデュプレックスモードの動作を設定するには、インター

フェイスコンフィギュレーションモードで duplexコマンドを使用します。インターフェイスを
自動ネゴシエーションされたデュプレックスモードに戻すには、duplexコマンドの no形式を使
用します。

duplex {full| half}

no duplex

___________________
構文の説明

管理イーサネットインターフェイスが全二重モードで動作するように設定し

ます。

full

管理イーサネットインターフェイスが半二重モードで動作するように設定し

ます。

half

___________________
コマンドデフォルト デュプレックス動作を自動ネゴシエーションします。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、管理イーサネットインターフェイスを全二重モードで動作するように設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# duplex full

次に、管理イーサネットインターフェイスを半二重モードで動作するように設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# duplex half

次に、管理イーサネットインターフェイスを自動ネゴシエーションされたデュプレックスモード

に戻す例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# no duplex

___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理イーサネットインターフェイスで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 MgmtEth, （752ページ）
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interface MgmtEth
管理イーサネットインターフェイスで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

するには、グローバルコンフィギュレーションモードで interface MgmtEthコマンドを使用しま
す。管理イーサネットインターフェイスの設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用
します。

interface MgmtEth interface-path-id

no interface MgmtEth interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、管理イーサネットインターフェイスで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)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理イーサネットインターフェイスでデュプレックス

モードを設定します。

duplex（管理イーサネット）,（750ペー
ジ）

管理イーサネットインターフェイスのMedia Access
Control（MAC;メディアアクセスコントロール）レイ
ヤアドレスを設定します。

mac-address（管理イーサネット）,（754
ページ）

管理イーサネットインターフェイスの速度を設定しま

す。

speed（管理イーサネット）, （756ペー
ジ）
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mac-address（管理イーサネット）
管理イーサネットインターフェイスのMAC層アドレスを設定するには、インターフェイスコン
フィギュレーションモードでmac-addressコマンドを使用します。インターフェイスをデフォル
トのMACアドレスに戻すには、mac-addressコマンドの no形式を使用します。

mac-address value1.value2.value3

no mac-address

___________________
構文の説明 MACアドレスの上位 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value1

MACアドレスの中間 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value2

MACアドレスの下位 2バイト（16進数表記）。範囲は 0～ ffffです。value3

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのMACアドレスは、ハードウェア Burned-In Address（BIA;バーンドインアドレス）

から読み取られます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MACアドレスは、4桁の値が 3つ並んだ形式になります（ドット付き 10進数表記で 12桁）。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、0/RSP0 /CPU0/0に配置された管理イーサネットインターフェイスのMACアドレスを設定

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# mac-address 0001.2468.ABCD

___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理イーサネットインターフェイスで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 MgmtEth, （752ページ）
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speed（管理イーサネット）
管理イーサネットインターフェイスの速度を設定するには、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで speedコマンドを使用します。システムを自動ネゴシエーションされた速度に戻
すには、speedコマンドの no形式を使用します。

speed {10| 100| 1000}

no speed

___________________
構文の説明

インターフェイスを 10 Mbpsで伝送するように設定します。10

インターフェイスを 100 Mbpsで伝送するように設定します。100

インターフェイスを 1000 Mbps（1 Gbps）で伝送するように設定します。1000

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスの速度は自動ネゴシエーションされます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン

リンクの両端には必ず同じインターフェイス速度を設定してください。手動で設定されたイ

ンターフェイス速度は、自動ネゴシエーションされた速度よりも優先されます。これにより、

リンクの一端で設定されたインターフェイス速度がもう一端のインターフェイス速度と異なる

場合、リンクが動作するのを防ぐことができます。

（注）

表 52：duplexコマンドと speedコマンドの関係, （757ページ）は、デュプレックスモードおよび
速度モードのさまざまな組み合わせに関するシステムのパフォーマンスです。指定のduplexコマ
ンドを指定の speedコマンドで設定すると、結果のシステムアクションが生成されます。
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表 52：duplex コマンドと speed コマンドの関係

システムの動作speed コマンドduplex コマンド

速度とデュプレックスモード

の両方を自動ネゴシエートしま

す。

no speedno duplex

強制的に 1000 Mbps（1 Gbps）
および全二重になります。

speed 1000no duplex

デュプレックスモードを自動

ネゴシエーションし、強制的に

100 Mbpsになります。

speed 100no duplex

デュプレックスモードを自動

ネゴシエーションし、強制的に

10 Mbpsになります。

speed 10no duplex

強制的に全二重に設定し、速度

を自動ネゴシエーションしま

す。

no speedduplex full

強制的に 1000 Mbps（1 Gbps）
および全二重になります。

speed 1000duplex full

100 Mbpsおよび全二重を強制
的に適用します。

speed 100duplex full

10Mbpsおよび全二重を強制的
に適用します。

speed 10duplex full

強制的に半二重に設定し、速度

を自動ネゴシエーションします

（10または 100 Mbps）。

no speedduplex half

100 Mbpsおよび半二重を強制
的に適用します。

speed 100duplex half

10Mbpsおよび半二重を強制的
に適用します。

speed 10duplex half
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、管理イーサネットインターフェイスを 1ギガビットで伝送するように設定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface MgmtEth 0/RSP0/CPU0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# speed 1000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理イーサネットインターフェイスで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 MgmtEth, （752ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのマルチリン
クコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでマルチリンクインターフェイスを設定
するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• bundle, 760 ページ

• controller MgmtMultilink, 762 ページ

• interface multilink, 764 ページ

• multilink, 766 ページ

• multilink fragment, 768 ページ

• multilink group, 770 ページ

• show controllers mgmtmultilink, 772 ページ

• show interfaces multilink, 775 ページ
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bundle
マルチリンクインターフェイスバンドルを作成するには、インターフェイスコンフィギュレー

ションモードで bundleコマンドを使用します。マルチリンクインターフェイスバンドルを削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

bundle bundleID

___________________
構文の説明

マルチリンクインターフェイスバンドルの ID番号。バンドル IDは 9
桁の数値です。

bundleID

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bundleコマンドは、動的にマルチリンクインターフェイスを作成するために mgmtmultilinkコン
トローラモードで使用します。このコマンドは、動的にシリアルインターフェイスを作成する

T1コントローラでの channel-groupコマンドに似ています。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

760 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのマルチリンクコマンド
bundle



___________________
例 次に、バンドル IDが 1のマルチリンクインターフェイスを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller mgmtmultilink 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mgmtmultilink)# bundle 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mgmtmultilink)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

config-if-multilinkサブモードを開始します。multilink, （766ページ）

マルチリンクインターフェイスバンドルにシリアルイン

ターフェイスをアタッチします。

multilink group, （770ページ）
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controller MgmtMultilink
汎用マルチリンクバンドルのコントローラを設定し、MgmtMultilinkコンフィギュレーションモー
ドを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで controller MgmtMultilinkコマ
ンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

controller MgmtMultilink interface-path-id

no controller MgmtMultilink interface-path-id

___________________
構文の説明

仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/instanceです。値を
区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明
は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号。

◦ instance：コントローラインスタンスの番号。インスタンスは常に 0です。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、MgmtMultilink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
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller MgmtMultilink 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mgmtmultilink)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクコントローラのバンドルの状態および数

に関する情報を表示します。

show controllers mgmtmultilink, （772ペー
ジ）
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interface multilink
マルチリンクインターフェイスを設定し、マルチリンクインターフェイスコンフィギュレーショ

ンモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで interface multilinkコマ
ンドを使用します。インターフェイスの設定を削除するには、このコマンドの no形式を使用し
ます。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

interface multilink interface-path-id[.subinterface{l2transport| point-to-point}]

no interface multilink interface-path-id[.subinterface{l2transport| point-to-point}]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス、その後にオプショ

ンのサブインターフェイス IDが続きます。命名の表記法は
interface-path-id.subinterfaceです。表記の一部としてサブインターフェイ
ス値の前にピリオドが必要です。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id [.
subinterface]

インターフェイスをレイヤ 2リンクの 1つのエンドポイントとして動作
するように設定します。

l2transport

インターフェイスをポイントツーポイントリンクの 1つのエンドポイン
トとして動作するように設定します。

point-to-point

___________________
コマンドデフォルト インターフェイスは設定されません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

subinterface引数およびキーワード l2transportおよび
point-to-pointが導入されました。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

subinterface引数およびキーワード l2transportおよび po in t-to-pointは、encapsulation frame-relay
コマンドを使用してフレームリレーカプセル化がイネーブルになっている場合にだけ適用できま

す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、マルチリンクバンドルのフレームリレーカプセル化をイネーブルにし、サブインターフェ

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:routerRP/0/RSP0/CPU0:router#
RP/0/RSP0/CPU0:router# configure terminal
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface multilink 0/3/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation frame-relay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface multilink 0/3/0/0/1.1 point-to-point
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv4 address 10.86.10.48/24

次に、PPPカプセル化を使用するマルチリンクバンドルの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。 PPPカプセル化はデフォルトのカプセル化タイプです。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure terminal
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface multilink 0/3/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#ipv4 address 10.86.10.48/24

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスについての情報を表

示します。

show interfaces multilink, （775ページ）
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multilink
config-if-multilinkサブモードを開始するには、インターフェイスコンフィギュレーションモード
で multilinkコマンドを使用します。

multilink

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

マルチリンクインターフェイスの場合、multilinkコマンドは、multilink fragment-sizeコマンド
を使用するために、config-if-multilinkサブモードへのアクセスを提供します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次に、config-if-multilinkサブモードを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1/1/1:0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# multilink
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-multilink)# group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-multilink)# commit
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスバンドルにシリアルイン

ターフェイスをアタッチします。

multilink group, （770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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 767

Cisco ASR 9000 シリーズルータのマルチリンクコマンド
multilink



multilink fragment
マルチリンクインターフェイスでフラグメンテーションサイズまたはフラグメンテーションの遅

延を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで multilink fragmentコマ
ンドを使用します。フラグメントサイズまたはフラグメントの遅延を削除するには、このコマン

ドの no形式を使用します。

multilink fragment {size size| delay delay-ms}

no multilink fragment [size size| delay delay-ms]

___________________
構文の説明

マルチリンクインターフェイスでのフラグメントサイズ（バイト）を指

定します。指定できる範囲は 64～ 9216です。
size size

マルチリンクインターフェイスでのフラグメントの遅延（ミリ秒）を指

定します。指定できる範囲は 1～ 1000です。
delay delay-ms

___________________
コマンドデフォルト マルチリンクフラグメントサイズまたはフラグメントの遅延は設定されていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

マルチリンクフラグメンテーションは、フレームリレーカプセル化ではなくPPPカプセル化での
みサポートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc
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___________________
例 次に、マルチリンクフラグメントサイズを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# multilink fragment size 128
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

次に、マルチリンクフラグメントの遅延を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# multilink fragment delay 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスを設定し、マルチリンクイン

ターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

interface multilink, （764ページ）
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multilink group
マルチリンクインターフェイスバンドルにシリアルインターフェイスをアタッチするには、イ

ンターフェイスコンフィギュレーションモードで multilink groupコマンドを使用します。マル
チリンクインターフェイスバンドルからシリアルインターフェイスを削除するには、このコマ

ンドの no形式を使用します。

multilink group bundleID

no multilink group bundleID

___________________
構文の説明

マルチリンクインターフェイスのバンドル ID。形式は、
rack/slot/bay/controllerID/bundleIDです。

bundleID

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc
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___________________
例 次に、マルチリンクインターフェイスバンドルにシリアルインターフェイスをアタッチする例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1/1/1:0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# multilink group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit

または

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1/1/1:0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# multilink
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-multilink)# group 1
(config-if-multilink)# commit

___________________
関連コマンド 説明コマンド

config-if-multilinkサブモードを開始します。multilink, （766ページ）
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show controllers mgmtmultilink
マルチリンクコントローラのバンドルの状態および数に関する情報を表示するには、EXECモー
ドで show controller mgmtmultilinkコマンドを使用します。

show controllers mgmtmultilink interface-path-id [all| brief| internal-state| tabular]

___________________
構文の説明

仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

すべてのマルチリンク管理情報を表示します。all

簡潔なマルチリンク管理情報を表示します。brief

内部マルチリンク管理状態を表示します。internal-state

表形式のマルチリンク管理情報を表示します。tabular

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/instanceです。値を
区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明
は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ instance：コントローラインスタンスの番号。インスタンスは常に 0です。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、管理マルチリンクコントローラの情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers mgmtmultilink 0/3/0/0 all

Controller MgmtMultilink0/3/0/0
State is up
Number of bundles: 2
Bundle 1 - Multilink0/3/0/0/1 (0x06186240)
Type: Full Framed T1s
Bandwidth: 3072 kbps
Encapsulation: Frame Relay
Fragment size: 0
Number of members: 2
Ancestor name: SONET0/3/0/0
Member(s):

Serial0/3/0/0/1/1:0 (0x0619b640) Active
Serial0/3/0/0/1/2:0 (0x06176980) Active

Bundle 2 - Multilink0/3/0/0/2 (0x06176840)
Type: Full Framed T1s
Bandwidth: 3072 kbps
Encapsulation: Frame Relay
Fragment size: 0
Number of members: 2
Ancestor name: SONET0/3/0/0
Member(s):

Serial0/3/0/0/1/3:0 (0x0619b3c0) Active
Serial0/3/0/0/1/4:0 (0x0618b9c0) Active

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers mgmtmultilink 0/3/0/0 brief

MgmtMultilink0/3/0/0 is up

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers mgmtmultilink 0/3/0/0 tabular

MgmtMultilink0/3/0/0 is up
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RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers mgmtmultilink 0/3/0/0 internal-state

Interface(layer) admin_up if_state
--------------------- -------- --------
MgmtMultilink0/3/0/0 up up

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers mgmtmultilink 0/2/0/0

Controller MgmtMultilink0/2/0/0
State is up
Number of bundles: 1
Bundle 1 - Multilink0/2/0/0/1 (0x0802e400)
Type: Full Framed T1s
Bandwidth: 1536 kbps
Encapsulation: PPP
Fragment size: 0
Number of members: 1
Ancestor name: SONET0/2/0/0
Member(s):

Serial0/2/0/0/1/1:0 (0x08023c00) Active

___________________
関連コマンド 説明コマンド

マルチリンクインターフェイスについての情報を表

示します。

show interfaces multilink, （775ページ）
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show interfaces multilink
マルチリンクインターフェイスについての情報を表示するには、EXECモードで show interfaces
multilinkコマンドを使用します。

show interfaces multilink interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。
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◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、マルチリンクインターフェイスに関する情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces multilink 0/1/0/0/1
Multilink0/1/0/0/1 is up, line protocol is up
Interface state transitions: 1
Hardware is Multilink network interface(s)
Internet address is 10.1.1.1/24
MTU 1504 bytes, BW 1536 Kbit

reliability 255/255, txload 3/255, rxload 3/255
Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
LCP Open
Open: IPCP
Last input 00:00:00, output 00:00:00
Last clearing of "show interface" counters 02:06:24
5 minute input rate 19000 bits/sec, 5 packets/sec
5 minute output rate 19000 bits/sec, 5 packets/sec

48769 packets input, 12425740 bytes, 0 total input drops
0 drops for unrecognized upper-level protocol
Received 0 runts, 0 giants, 0 throttles, 0 parity
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
67905 packets output, 17400050 bytes, 0 total output drops
0 output errors, 0 underruns, 0 applique, 0 resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Fragmentation Statistics
Input Fragmented packets 0 Input Fragmented bytes 0
Output Fragmented packets 0 Output Fragmented bytes 0
Input Unfragmented packets 0 Input Unfragmented bytes 0
Output Unfragmented packets 0 Output Unfragmented bytes 0
Input Reassembled packets 0 Input Reassembled bytes 0
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの
Packet-over-SONET インターフェイスコマン
ド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで Packet-over-SONET/SDH（PoS）を設定
するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

ここでは、Packet-over-SONET/SDH（PoS）の設定、モニタ、およびトラブルシューティングに
使用される Cisco IOS XRコマンドについて説明します。

PoSは、SONETまたは同期デジタル階層（SDH）フレームでパケットを効率的に伝送する方法
を提供します。高帯域幅キャパシティと効率的なリンク使用率が、PoSをデータネットワーク
のコアの構築で主として優先するようにする特性です。 PoSは、オープンシステムインターコ
ネクション（OSI）スタックのレイヤ 2（データリンク）のデータカプセル化用のハイレベル
データリンク制御（HDLC）と同様のフレーミングで PPPを使用します。この方法は、効率的
なパケット識別およびエラー制御を提供します。

高帯域幅の効率に加えて、PoSは安全で信頼性の高いデータの伝送を実現します。信頼性の高い
データ転送は、タイミングの整合性によって異なります。

リアルタイム PoS機能はハードウェア設定に従ってハードウェアで実行されます。設定された
ハードウェアイベントはフレーマの特定用途向け集積回路（ASIC）によって検出され、制御は
ソフトウェアに渡されます。汎用 PoSドライバは、インターフェイスごとにハードウェアを設
定し、インターフェイスの状態遷移を処理し、PoS関連の統計情報を収集するためのメカニズム
を提供します。

• crc（PoS）, 779 ページ

• encapsulation（PoS）, 781 ページ

• interface pos, 783 ページ

• keepalive（PoS）, 786 ページ

• pos, 788 ページ

• show interfaces pos, 790 ページ
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• transmit-delay, 794 ページ
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crc（PoS）
Packet-over-SONET/SDH（PoS）インターフェイスの巡回冗長検査（CRC）の長さを設定するに
は、PoSコンフィギュレーションモードで crcコマンドを使用します。 PoSインターフェイスの
CRC設定を 32ビットのデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

crc {16| 32}

no crc [16| 32]

___________________
構文の説明 16ビットの CRCモードを設定します。16

32ビットの CRCモードを設定します。デフォルトは 32ビットです。32

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの CRCモードは 32ビットです。

___________________
コマンドモード PoSコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CRCは、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検出するエラーチェック方式です。 16お
よび 32の指定値は、Frame Check Sequence（FCS）の長さ（ビット単位）を示します。 CRCが 32
ビットの場合は、エラー検出能力が向上しますが、オーバーヘッドが増加します。送信側と受信

側で設定を同じにする必要があります。

CRC-16は米国および欧州で最も広く使用されているエラーチェック方法であり、WANで広範に
使用されています。 CRC-32は IEEE規格 802で指定されています。また、一部のポイントツーポ
イント送信標準ではオプションとして指定されています。通常は、Switched Multimegabit Data
Service（SMDS）ネットワークおよび LANで使用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writepos-dpt

___________________
例 次の例では、PoSインターフェイス 0/1/0/2で 32ビット CRCがイネーブルになっています。

rack/slot/module(config)# interface POS 0/1/0/2
rack/slot/module(config-if)# POS
rack/slot/module(config-if-pos)# crc 32

___________________
関連コマンド 説明コマンド

パケット間に挿入される複数のフラグシーケンスを指定

します。

transmit-delay, （794ページ）
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encapsulation（PoS）
インターフェイスのレイヤ 2カプセル化を設定するには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで encapsulationコマンドを使用します。システムをデフォルトのカプセル化に戻
すには、このコマンドの no形式を使用します。

encapsulation {hdlc| ppp| frame-relay [ietf] }

no encapsulation [hdlc| ppp| frame-relay [ietf] ]

___________________
構文の説明

インターフェイスでシスコハイレベルデータリンク制御（cHDLC）のカプ
セル化をイネーブルにします。これはデフォルトのカプセル化タイプです。

hdlc

インターフェイスでポイントツーポイントプロトコル（PPP）カプセル化を
イネーブルにします。

ppp

インターフェイスでフレームリレーカプセル化をイネーブルにします。frame -relay

（任意）RFC1490/RFC2427カプセル化をイネーブルにします。ietf

___________________
コマンドデフォルト Packet-over-SONET/SDH（PoS）インターフェイスのデフォルトのカプセル化は HDLCです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

キーワード hdlcを使用するには、タスク ID hdlc (r,w)が必要となります。キーワード pppを使用
するには、タスク ID ppp(r,w)が必要となります。キーワード frame-relayを使用するには、タス
ク ID fr(r,w)が必要となります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlcまたは pppまたは fr

read, writeinterface

___________________
例 次の例では、PPPカプセル化が PoSインターフェイス 0/3/0/1で設定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp

___________________
関連コマンド 説明コマンド

PoSインターフェイスに関する情報を表示します。show interfaces pos, （790ページ）

インターフェイスのPPPステート情報を表示します。show ppp interfaces, （854ページ）
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interface pos
PoSインターフェイスまたはサブインターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーション
モードまたはサブ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には、グローバル

コンフィギュレーションモードで interface posコマンドを使用します。 PoS設定を削除するに
は、このコマンドの no形式を使用します。

interface pos interface-path-id[.subinterface {l2 transport| point-to-point}]

no interface pos interface-path-id[.subinterface {l2 transport| point-to-point}]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス、その後にオプション

のサブインターフェイス IDが続きます。命名の表記法は、
interface-path-id.subinterfaceです。表記の一部としてサブインターフェイ
ス値の前にピリオドが必要です。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id
[.subinterface]

（任意）インターフェイスをレイヤ 2リンクの 1つのエンドポイントの接
続回線（AC）として動作するように設定します。

l2transport

（任意）インターフェイスをポイントツーポイントリンクの 1つのエン
ドポイントとして動作するように設定します。

point-to-point

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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encapsulation frame-relayコマンドを使用してフレームリレーカプセル化が PoSインターフェイ
スで設定されている場合、PoSインターフェイスのサブインターフェイスは、l2transportキーワー
ドを使用してしか設定できません。HDLCまたは PPPカプセル化を使用するように設定されたイ
ンターフェイスは、l2transportキーワードを使用して設定できません。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、PoSインターフェイスで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)# interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

次に、PoSインターフェイスのサブインターフェイスをスロット 1、サブスロット 1、ポート 2で
作成して、サブ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)# interface pos 0/1/1/2.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)#

次に、ACサブインターフェイスを設定できるようになる前に、メイン PoSインターフェイスで
フレームリレーカプセル化を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# interface pos 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation frame-relay
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# commit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface pos 0/1/0/0.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# commit
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

PoSインターフェイスに関する情報を表示します。show interfaces pos, （790ページ）
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keepalive（PoS）
特定のインターフェイスのキープアライブタイマーを設定するには、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードで keepaliveコマンドを使用します。キープアライブタイマーをデフォル
トの 10秒にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

keepalive {interval [ retry ]| disable}

no keepalive

___________________
構文の説明

キープアライブメッセージ間の秒数（1～ 30）。デフォルトは 10です。interval

（任意）リンクがダウン状態に遷移する前に、応答なしでピアに送信できる

キープアライブメッセージの数（1～ 255）。デフォルトは、PPPカプセル化
を使用するインターフェイスの場合は 5、HDLCカプセル化を使用するイン
ターフェイスの場合は 3です。

retry

キープアライブタイマーをオフにします。disable

___________________
コマンドデフォルト キープアライブメッセージ間のデフォルトの間隔は 10秒です。応答なしで送信できる再試行の

キープアライブメッセージのデフォルト数は、PPPカプセル化を使用するインターフェイスの場
合は 5、HDLCカプセル化を使用するインターフェイスの場合は 3です。ただし、5（または 3）
を超えるキープアライブメッセージが応答なしで送信されると、リンクがダウン状態に遷移しま

す。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

cHDLCキープアライブは、keepaliveコマンドが両方のルータで同様に設定されることを必要とし
ます。2接続ルータは、設定値を相互に示すことができないため、キープアライブ値をネゴシエー
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トすることができません。各ルータ（ローカルおよびパートナー）に設定されているキープアラ

イブ値は、Cisco IOS XRソフトウェアがパケットを送信するレートを設定します。また、ローカ
ルエンドが着信パケットを受信するレートを設定します。

キープアライブ値をデフォルト値に設定するには、seconds引数の値を指定しないで keepaliveコ
マンドを使用します。

ピアにキープアライブを送信し、応答が得られなかった回数が 3回に達すると、リンクはダウン
状態に遷移します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

read, writeppp

___________________
例 次に、PoSインターフェイス 0/7/0/1で 3秒のキープアライブを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/7/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# keepalive 3
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pos
POSコンフィギュレーションサブモードにアクセスするには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで posコマンドを使用します。

pos

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

PoSインターフェイスのインターフェイスコンフィギュレーションモードで posコマンドを発行
すると、CLIプロンプトが「config-if-pos」に変わり、PoSコンフィギュレーションサブモードが
開始されたことが示されます。次の出力例で、疑問符（?）のオンラインヘルプ機能により、PoS
コンフィギュレーションサブモードで使用できるすべてのコマンドが表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# POS
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-pos)# ?

commit Commit the configuration changes to running
crc Set the CRC on a POS interface
describe Describe a command without taking real actions
do Run an exec command
exit Exit from this submode
no Negate a command or set its defaults
show Show contents of configuration
transmit-delay Set POS transmit delay on an interface

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writepos-dpt
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___________________
例 次に、PoSコンフィギュレーションモードから PoSコンフィギュレーションサブモードを開始す

る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# POS
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-pos)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

Packet-over-SONET/SDH（PoS）インターフェイスの CRC
の長さを設定します。

crc（PoS）, （779ページ）

パケット間に挿入される複数のフラグシーケンスを指定し

ます。

transmit-delay, （794ページ）
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show interfaces pos
PoSインターフェイスに関する情報を表示するには、EXECモードで show interfaces posコマンド
を使用します。

show interfaces pos interface-path-id [accounting [rates]| brief| description| detail] [location node-id]

___________________
構文の説明

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

（任意）ルータのすべての PoSインターフェイス、特定の PoSインターフェ
イスインスタンス、または特定のノードのすべての PoSインターフェイスの
アカウンティング情報を表示します。

accounting

（任意）ルータのすべての PoSインターフェイス、特定の PoSインターフェ
イスインスタンス、または特定のノードのすべての PoSインターフェイスの
インターフェイスアカウンティングレートを表示します。

rates

（任意）ルータのすべての PoSインターフェイス、特定の PoSインターフェ
イスインスタンス、または特定のノードのすべての PoSインターフェイスの
簡潔な出力を表示します。

brief

ルータのすべての PoSインターフェイス、特定の PoSインターフェイスイン
スタンス、または特定のノードのすべてのPoSインターフェイスの説明の出力
を表示します。

description

（任意）ルータのすべての PoSインターフェイス、特定の PoSインターフェ
イスインスタンス、または特定のノードのすべての PoSインターフェイスの
詳細な出力を表示します。

detail

（任意）指定したノードの詳細な PoS情報を表示します。 node-id引数は、
rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト オプションのキーワードまたは引数を含めずに show interfaces posコマンドを入力すると、ルー

タで設定されているすべての PoSインターフェイスに関する詳細情報が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、特定のノードの PoSインターフェイスの要約情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces pos summary location 0/1/CPU0

Interface Type Total UP Down Admin Down
-------------- ----- -- ---- ----------
ALL TYPES 4 1 1 2
--------------
IFT_POS 4 1 1 2

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 791

Cisco ASR 9000 シリーズルータの Packet-over-SONET インターフェイスコマンド
show interfaces pos



表 53：show interfaces pos summary のフィールドの説明

説明フィールド

表示で説明されるインターフェイスタイプ。Intf Type

指定されたタイプの設定済みインターフェイス

の総数。

Total

指定されたタイプのインターフェイスのうち、

アップ状態のインターフェイスの数。

Up

指定されたタイプのインターフェイスのうち、

ダウン状態のインターフェイスの数。

Down

指定されたタイプのインターフェイスのうち、

管理停止状態のインターフェイスの数。

Admin Down

次に、特定の PoSインターフェイスの簡潔な情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show interfaces pos 0/2/0/0 brief

Intf Intf LineP Encap MTU BW
Name State State Type (byte) (Kbps)

-------------------------------------------------------------------------------
PO0/2/0/0 admin-down admin-down HDLC 4474 2488320

表 54：show interfaces pos のフィールドの説明

説明フィールド

インターフェイス IDは、
type*rack/slot/module/portの形式で示されます。

Intf Name

インターフェイスが管理アップ状態か管理停止

状態かを示します。

Intf State

ラインプロトコルステート。LineP State

指定したインターフェイスのカプセル化タイ

プ。 HDLCまたは PPPとなります。
Encap Type

指定されたインターフェイスについて設定され

た最大伝送単位（MTU）値（バイト単位）。
MTU (byte)

インターフェイスの帯域幅（Kbps単位）。BW (Kbps)
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

PoSコントローラの情報を表示します。show controllers pos, （1032ページ）

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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transmit-delay
パケット間に挿入される複数のフラグシーケンスを指定するには、PoSコンフィギュレーション
モードで transmit-delayコマンドを使用します。デフォルトに戻す場合は、このコマンドの no形
式を入力します。

transmit-delay microseconds

no transmit-delay microseconds

___________________
構文の説明

パケット送信後の最小遅延ミリ秒数。範囲は 0～ 1023です。デフォ
ルトは 0（ディセーブル）です。

microseconds

___________________
コマンドデフォルト microseconds = 0（ディセーブル）

___________________
コマンドモード PoSコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writepos-dpt

___________________
例 次の例では、PoSインターフェイス 0/1/0/2に 2マイクロ秒の遅延が指定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/2
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# pos
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-pos)# transmit-delay 2

次の例では、PoSインターフェイス 0/1/0/2の送信遅延がディセーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# pos
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-pos)# no transmit-delay

___________________
関連コマンド 説明コマンド

show interfaces
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマ
ンド

このモジュールでは、CiscoASR9000シリーズルータでポイントツーポイントプロトコル（PPP）
を設定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

ポイントツーポイントプロトコル（PPP）は、Packet-over-SONET（PoS）インターフェイス、シ
リアルインターフェイス、およびマルチリンクインターフェイスで使用できるカプセル化スキー

ムです。 PPPは、同期シリアルリンクでデータを送信するために使用される標準プロトコルで
す。また、PPPは、リンクのプロパティをネゴシエートするリンクコントロールプロトコル
（LCP）も提供します。LCPは、エコー要求および応答を使用して、リンクの継続的なアベイラ
ビリティをモニタリングします。

PPPは、リンク上で動作するデータプロトコルのプロパティをネゴシエートする、次のネット
ワークコントロールプロトコル（NCP）を提供します。

• CDPのプロパティをネゴシエートする Cisco Discovery Protocol Control Protocol（CDPCP）

• IPのプロパティをネゴシエートする IPコントロールプロトコル（IPCP）

• IPv6のプロパティをネゴシエートする IP Version 6 Control Protocol（IPv6CP）

• MPLSのプロパティをネゴシエートするMultiprotocol Label Switching Control Protocol
（MPLSCP）

• OSIのプロパティをネゴシエートするオープンシステムインターコネクション制御プロト
コル（OSICP）

• clear ppp sso state, 799 ページ

• clear ppp statistics, 801 ページ

• encapsulation ppp, 802 ページ

• group, 804 ページ

• multi-router aps, 806 ページ

• peer ipv4 address, 808 ページ
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• ppp authentication, 810 ページ

• ppp chap password, 813 ページ

• ppp chap refuse, 816 ページ

• ppp ipcp dns, 818 ページ

• ppp ipcp neighbor-route disable, 820 ページ

• ppp ipcp peer-address default, 822 ページ

• ppp max-bad-auth, 823 ページ

• ppp max-configure, 825 ページ

• ppp max-failure, 827 ページ

• ppp max-terminate, 829 ページ

• ppp ms-chap hostname, 831 ページ

• ppp ms-chap password, 833 ページ

• ppp ms-chap refuse, 835 ページ

• ppp multilink multiclass, 837 ページ

• ppp multilink multiclass local, 838 ページ

• ppp multilink multiclass remote apply, 840 ページ

• ppp pap refuse, 842 ページ

• ppp pap sent-username password, 844 ページ

• ppp timeout authentication, 847 ページ

• ppp timeout retry, 849 ページ

• redundancy, 851 ページ

• security ttl, 852 ページ

• show ppp interfaces, 854 ページ

• show ppp sso alerts, 863 ページ

• show ppp sso state, 865 ページ

• show ppp sso summary, 867 ページ

• ssrp group, 869 ページ

• ssrp location, 871 ページ

• ssrp profile, 873 ページ
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clear ppp sso state
指定されたスタンバイインターフェイスまたは指定されたノードのすべてのインターフェイスの

複製されたシャーシ間ステートフルスイッチオーバー（ICSSO）状態をクリアするには、EXEC
モードで clear ppp sso stateコマンドを使用します。

clear ppp sso state {interface interface-path-id| all} location node-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、showinterfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface interface-path-id

rack/slot/moduleの形式で特定のノードの完全修飾パスを指定します。all location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、スタンバイアップ状態のPPPセッションをスタンバイダウン状態に設定します。
ピアから受信したすべての複製データは除去され、SSRP要求メッセージはピアに再送信されま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeppp
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___________________
例 次に、指定されたスタンバイインターフェイスの複製された ICSSO状態をクリアする例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ppp sso state interface 0/1/0/1

次に、指定されたノードのすべてのインターフェイスのシャーシ間ステートフルスイッチオー

バー（ICSSO）状態をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ppp sso state all location 1/0/1
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clear ppp statistics
PPPインターフェイスのポイントツーポイントプロトコル（PPP）統計情報をすべてクリアする
には、EXECモードで clear ppp statisticsを使用します。

clear ppp statistics interface interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface
interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

executeppp

___________________
例 次に、PPPインターフェイスの PPP統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear ppp statistics interface 0/1/0/1
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encapsulation ppp
ポイントツーポイントプロトコル（PPP）を使用してルータまたはブリッジと通信するためのカ
プセル化をイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで

encapsulation pppコマンドを使用します。 PPPカプセル化をディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

encapsulation ppp

no encapsulation ppp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト PPPカプセル化はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスで PPPカプセル化をイネーブルにするには、encapsulation pppコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeinterface
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___________________
例 次に、インターフェイス POS 0/1/0/1の PPPカプセル化を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp

次に、シリアルインターフェイスの PPPカプセル化を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router# interface serial 0/0/1/2/4:3
RP/0/RSP0/CPU0:router# encapsulation ppp

___________________
関連コマンド 説明コマンド

インターフェイスのPPPステート情報を表示します。show ppp interfaces, （854ページ）
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group
SessionStateRedundancyProtocol（SSRP）グループを作成し、プロファイルに関連付けるには、グ
ローバルコンフィギュレーションモードで groupコマンドを使用します。このグループを削除
するには、このコマンドの no形式を使用します。

group group-id profile profile_name [default]

no group group-id profile profile_name [default]

___________________
構文の説明 SSRPグループ識別子。指定できる範囲は 1～ 65535です。group-id

このグループに関連付けるプロファイル。profile profile_name

デフォルトプロファイルにグループを関連付けます。default

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このカードのインターフェイスがこのグループを使用するように設定できます。グループ番号は

ルータで一意である必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、SSRPグループを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ssrp location 0/1/cpu0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp-node)# group 1 profile default

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SSRPグループを作成するノードを指定し、SSRPノードコン
フィギュレーションモードを開始します。

ssrp location, （871ページ）
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multi-router aps
マルチルータ自動保護スイッチング（MR-APS）を設定して、APS冗長コンフィギュレーション
モードを開始するには、冗長コンフィギュレーションモードで multi-router apsコマンドを使用
します。マルチルータ自動保護スイッチング（MR-APS）を非アクティブにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

multi-router aps

no multi-router aps

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 冗長コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次の例に、次の方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy)# multi-router aps
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy-aps)
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

冗長コンフィギュレーションモードを開始して、MR-APS
を設定します。

redundancy, （851ページ）
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peer ipv4 address
セッション状態冗長プロトコル（SSRP）ピアの IPv4アドレスを設定するには、SSRPコンフィ
ギュレーションモードで peer ipv4 addressコマンドを使用します。アドレスを削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

peer ipv4 address ip-address

no peer ipv4 address ip-address

___________________
構文の説明

状態が SSRPによって複製されるピアインターフェイスの IPアドレ
ス。

ip-address

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード SSRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、セッション状態冗長プロトコル（SSRP）ピアの IPv4アドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ssrp profile Profile_1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp)# peer ipv4 address 10.10.10.10

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SSRPプロファイルを設定し、SSRPコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

ssrp profile, （873ページ）
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ppp authentication
チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）、MS-CHAP、または PAPをイネーブルに
し、インターフェイスで CHAP、MS-CHAP、パスワード認証プロトコル（PAP）認証が選択され
る順序を指定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ppp authentication
コマンドを使用します。 PPP認証をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

ppp authentication protocol [protocol [ protocol ]] {list-name| default}

no ppp authentication

___________________
構文の説明 PPP認証に使用する認証プロトコルの名前。適切なキーワードについては、表

55：ネゴシエーション用の PPP認証プロトコル, （811ページ）を参照してくだ
さい。 1つのプロトコル、2つのプロトコル、または 3つのプロトコルすべてを
任意の順序で選択できます。

protocol

（任意）認証、許可、アカウンティング（AAA）で使用されます。使用する認
証方式のリストの名前。リスト名を指定しない場合は、デフォルト名が使用さ

れます。リストは、aaa authentication pppコマンドで作成されたものです。

list-name

（任意）aaa authentication pppコマンドで作成される方式のリストの名前を指
定します。

default

___________________
コマンドデフォルト PPP認証はイネーブルになっていません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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CHAPまたは PAP認証（または両方）をイネーブルにすると、ローカルルータは、データトラ
フィックの送信を許可する前に、リモートデバイスがアイデンティティを証明することを要求し

ます。 PAP認証では、ローカルユーザ名データベース内またはリモートセキュリティサーバ
データベース内の一致するエントリに照らし合わせてチェックする名前とパスワードを送信する

ために、リモートデバイスが必要です。 CHAP認証では、リモートデバイスにチャレンジメッ
セージを送信します。リモートデバイスは、共有秘密を使用してチャレンジの値を暗号化し、暗

号化された値とその名前を応答メッセージでローカルルータに戻します。ローカルルータは、

リモートデバイスの名前をローカルユーザ名またはリモートセキュリティサーバデータベース

内に保存された関連秘密に一致させようとします。保存された秘密を使用して、元のチャレンジ

を暗号化し、暗号化された値が一致していることを確認します。

CHAP、MS-CHAP、PAPは、任意の順序でイネーブル化できます。 3つのすべての方式をイネー
ブル化すると、リンクネゴシエーションでは、最初に指定された方式が要求されます。ピアが 2
番目の方式の使用を提案した場合、または最初の方式を拒否した場合は、2番目の方式が試行さ
れます。リモート装置の中には、1つの方式しかサポートしないものがあります。方式の順序
は、適切な方式で正しくネゴシエーションするためにリモートデバイスの機能で指定された方式

と、求められるデータラインセキュリティのレベルに基づいて決定されます。 PAPユーザ名と
パスワードはクリアテキスト文字列として送信されます。この文字列は、代行受信や再利用が可

能です。

aaa authentication pppコマンドで設定されていない list-name値を使用すると、認証が正常に
完了せず、ラインはアップ状態になりません。

（注）

表 55：ネゴシエーション用のPPP認証プロトコル, （811ページ）に、PPP認証をネゴシエートす
るために使用するプロトコルを示します。

表 55：ネゴシエーション用の PPP 認証プロトコル

説明プロトコル

インターフェイス上のCHAPをイネーブルにし
ます。

chap

インターフェイス上のMicrosoftバージョンの
CHAP（MS-CHAP）をイネーブルにします。

ms-chap

インターフェイス上のPAPをイネーブルにしま
す。

pap

PPP認証をイネーブルまたはディセーブルにしても、ローカルルータのリモートデバイスに対し
て自己認証する機能には影響しません。

MS-CHAPはMicrosoftバージョンの CHAPです。標準バージョンの CHAPと同様に、MS-CHAP
は PPP認証に使用されます。認証は、Microsoft Windows NTまたはMicrosoft Windows 95を実行
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するパーソナルコンピュータと、ネットワークアクセスサーバとして動作するCiscoルータまた
はアクセスサーバとの間で行われます。

PPP認証をイネーブルまたはディセーブルにしても、リモートデバイスに対するローカルルータ
認証自体には影響しません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次の例では、POS 0/4/0/1で CHAPがイネーブルになっており、認証リストMIS-accessを使用して

います。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/4/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp authentication chap MIS-access

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行しているシリアルインターフェイス
上で使用する 1つまたは複数の AAA認証方式
を指定します。

aaa authentication ppp

インターフェイスで使用するカプセル化方式を

設定します。

encapsulation

ユーザ名を持つ新規ユーザを設定し、パスワー

ドを確立して、そのユーザの権限を付与しま

す。

username
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ppp chap password
ルータのコレクションに発信するルータが、共通のチャレンジハンドシェイク認証プロトコル

（CHAP）シークレットパスワードを設定できるようにするには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで ppp chap passwordコマンドを使用します。パスワードをディセーブルにす
るには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp chap password [clear| encrypted] password

no ppp chap password [clear| encrypted] password

___________________
構文の説明

（任意）パスワードにクリアテキストの暗号化パラメータを指定しま

す。

clear

（任意）パスワードがすでに暗号化されていることを示します。encrypted

クリアテキストまたはすでに暗号化されているパスワード。password

___________________
コマンドデフォルト パスワードはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp chappasswordコマンドは、CHAP応答で送信され、ピアがローカルルータを認証するために
使用されます。これは、ピアのローカル認証には影響しません。このコマンドは、このコマンド

をサポートしていないルータで有用です（古い Cisco IOS XRイメージを実行するルータなど）。

CHAPシークレットパスワードは、不明なピアからのチャレンジに応答するためにルータによっ
て使用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次の例では、パスワード（xxxx）はクリアテキストパスワードとしてイネーブルになっていま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp chap password xxxx

パスワードが表示されると（次の例に示すように、show running-configコマンドを使用して）、
表示すると、パスワード xxxxは 030752180500として表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# show running-config interface POS 1/0/1/0

interface POS0/1/4/2

description Connected to P1_CRS-8 POS 0/1/4/3
ipv4 address 10.12.32.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp authentication chap pap
ppp chap password encrypted 030752180500

同様に、後続のログイン時に、次の 3つのコマンドのいずれかを入力すると、xxxxがリモート
CHAP認証のパスワードとなります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 1/0/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp chap password xxxx
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp chap password clear xxxx
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp chap password encrypted 1514190900

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行するシリアルインターフェイスで 1
つまたは複数の認証、許可、アカウンティング

（AAA）方式を指定します。

aaa authentication ppp

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブル
にし、インターフェイスでCHAP、MS-CHAP、
PAP認証が選択される順序を指定します。

ppp authentication, （810ページ）

認証を要求するピアからのCHAP認証を拒否し
ます。

ppp chap refuse, （816ページ）
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説明コマンド

認証が失敗した直後に自身をリセットするので

はなく、指定した回数認証を再試行できるよう

に、PPPインターフェイスを設定します。

ppp max-bad-auth, （823ページ）

現在実行中のコンフィギュレーションファイル

または特定のインターフェイスのコンフィギュ

レーションの内容、またはマップクラス情報を

表示します。

show running-config
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ppp chap refuse
認証を要求するピアからのチャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）認証を拒否する
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 ppp chap refuseコマンドを使用しま
す。 CHAP認証を許可にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp chap refuse

no ppp chap refuse

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト CHAP認証はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp chap refuseコマンドは CHAP認証がすべてのコールに対してディセーブルになるように指定
します。つまり、CHAPを使用した認証をユーザに強制するピアの試行がすべて拒否されます。

発信パスワード認証プロトコル（PAP）が（ppp authenticationコマンドを使用して）設定されて
いる場合、拒否パケットでの認証方式として PAPが提案されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa
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___________________
例 次に、POSインターフェイス0/3/0/1を指定し、ピアがCHAP認証の要求で呼び出した場合にCHAP

認証が行われないようにする例を示します。インターフェイスのカプセル化方式は PPPです。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp chap refuse

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行するシリアルインターフェイスで 1
つまたは複数の認証、許可、アカウンティング

（AAA）方式を指定します。

aaa authentication ppp

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブル
にし、インターフェイスでCHAP、MS-CHAP、
PAP認証が選択される順序を指定します。

ppp authentication, （810ページ）

認証が失敗した直後に自身をリセットするので

はなく、指定した回数認証を再試行できるよう

に、PPPインターフェイスを設定します。

ppp max-bad-auth, （823ページ）

インターフェイスでリモートのPAPサポートを
イネーブルにし、ピアに対するPAP認証要求に
sent-usernameコマンドと passwordコマンドを
含めます。

ppp pap sent-username password, （844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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 817

Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマンド
ppp chap refuse



ppp ipcp dns
Internet Protocol Control Protocol（IPCP）のプライマリおよびセカンダリドメインネームシステム
（DNS）IPアドレスを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ppp
ipcp dnsコマンドを使用します。アドレスを削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

ppp ipcp dns primary-ip-address [ sec-ip-address ]

no ppp ipcp dns primary-ip-address [ sec-ip-address ]

___________________
構文の説明 A.B.C.D形式のプライマリ DNS IPアドレス。primary-ip-address

W.X.Y.Z形式のセカンダリ DNS IPアドレス。sec-ip-address

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、Internet Protocol Control Protocol（IPCP）のプライマリおよびセカンダリDNS IPアドレスを

設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ipcp dns 10.10.10.10 10.10.10.11
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ppp ipcp neighbor-route disable
Internet Protocol Control Protocol（IPCP）によってネゴシエートされたピアアドレスへのルートの
インストールをディセーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで

ppp ipcp neighbor-route disableコマンドを使用します。 IPCPによってネゴシエートされたピア
アドレスへのルートのインストールを再度イネーブルにするには、このコマンドのno形式を使用
します。

ppp ipcp neighbor-route disable

no ppp ipcp neighbor-route disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、IPCPによってネゴシエートされたピアアドレスへのルートのインストールをディセーブル

にする例を示します。

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

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

820 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマンド
ppp ipcp neighbor-route disable



RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ipcp neighbor-route disable
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ppp ipcp peer-address default
Internet Protocol Control Protocol（IPCP）によってピアに割り当てられるデフォルトの IPv4アドレ
スを指定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ppp ipcp peer-address
defaultコマンドを使用します。アドレスを削除するには、このコマンドのno形式を使用します。

ppp ipcp peer-address default ip-address

no ppp ipcp peer-address default ip-address

___________________
構文の説明

ピアノードの IPアドレスを指定します。ip-address

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、IPCPによってピアに割り当てられるデフォルトの IPv4アドレスを指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ipcp peer-address default 10.10.10.10
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ppp max-bad-auth
認証が失敗した直後に自身をリセットするのではなく、指定した回数認証を再試行できるように

PPPインターフェイスを設定するには、適切なコンフィギュレーションモードでpppmax-bad-auth
コマンドを使用します。即時にデフォルトにリセットするには、このコマンドの no形式を使用
します。

ppp max-bad-auth retries

no ppp max-bad-auth

___________________
構文の説明

インターフェイスが自身をリセットするまでの再試行回数。範囲は 0～ 10
です。デフォルトは 0回です。

retries

___________________
コマンドデフォルト retries：0

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

動的なテンプレートコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

このコマンドが、BNGの動的なテンプレートコンフィギュレー
ションモードでサポートされました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp max-bad-authコマンドは、PPPカプセル化がイネーブルになっている任意のインターフェイ
スに適用できます。

動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド
を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次の例では、最初の認証が失敗した後に 2回再試行できる（認証が失敗した場合に全部で 3回再

試行できる）ように POSインターフェイス 0/3/0/1が設定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp authentication chap
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp max-bad-auth 3

次に、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードで最初の認証が失敗した後に 2回の追
加の再試行を許可する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type ppp p1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ppp max-configure 5
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ppp max-configure
要求が停止される前に（応答なしで）試行される設定要求の最大数を指定するには、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードで ppp max-configureコマンドを使用します。設定要求の最
大数をディセーブルにし、デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp max-configure retries

no ppp max-configure

___________________
構文の説明

再試行の最大数。範囲は 4～ 20です。デフォルトは 10です。retries

___________________
コマンドデフォルト retries：10

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

動的なテンプレートコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

このコマンドが、BNGの動的なテンプレートコンフィギュレー
ションモードでサポートされました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

pppmax-configureコマンドを使用して、特定のインターフェイスの 2つのピア間でリンク制御プ
ロトコル（LCP）セッションの確立を試行する回数を指定します。設定要求の最大回数分だけ送
信されないうちに設定要求メッセージが応答を受け取った場合、以降の設定要求は放棄されます。

動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド
を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次の例では、4つの設定要求の制限を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp max-configure 4

次に、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードで 4つの設定要求の制限を指定する例
を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type ppp p1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ppp ipcp

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ネゴシエーションを終了する前の、連続するCONFNAKの
最大許容数を設定します。

ppp max-failure, （827ページ）
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ppp max-failure
ネゴシエーションを終了する前の、連続する Configure Negative Acknowledgment（CONFNAK）の
最大許容数を設定するには、適切なコンフィギュレーションモードでpppmax-failureコマンドを
使用します。CONFNAKの最大数をディセーブルにし、デフォルトに戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

ppp max-failure retries

no ppp max-failure

___________________
構文の説明

ネゴシエーションを終了する前の CONFNAKの最大許容数。範囲は 2～ 10
です。デフォルトは 5です。

retries

___________________
コマンドデフォルト retries：5

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

動的なテンプレートコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

このコマンドが、BNGの動的なテンプレートコンフィギュレー
ションモードでサポートされました。

リリース 4.2.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

動的なテンプレートコンフィギュレーションモードを開始するには、dynamic-templateコマンド
を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 pppmax-failureコマンドでは、ネゴシエーションを終了する前に 3つ未満の CONFNAKが許可さ

れることが指定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp max-failure 3

次の例では、動的なテンプレートコンフィギュレーションモードでネゴシエーションを終了する

前に許可される CONFNAKが 3つ未満になっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# dynamic-template type ppp p1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-dynamic-template-type)# ppp max-failure 4i

___________________
関連コマンド 説明コマンド

（応答なしで）試行される設定要求の最大数を指定します。

この数を超えると、要求は停止されます。

ppp max-configure, （825ページ）
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ppp max-terminate
リンク制御プロトコル（LCP）またはネットワーク制御プロトコル（NCP）を閉じる前に応答な
しで送信される終了要求（TermReq）の最大数を設定するには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで ppp max-terminateコマンドを使用します。 TermReqの最大数をディセーブ
ルにし、デフォルトに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp max-terminate number

no ppp max-terminate

___________________
コマンドデフォルト number：2

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次の例では、LCPまたは NCPを終了し、閉じる前に最大 5つの TermReqが送信されるように指

定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp max-terminate 5
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

（応答なしで）試行される設定要求の最大数を指定します。

この数を超えると、要求は停止されます。

ppp max-configure, （825ページ）

ネゴシエーションを終了する前の、連続するCONFNAKの最
大許容数を設定します。

ppp max-failure, （827ページ）
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ppp ms-chap hostname
インターフェイス上のMS-CHAP認証のホスト名を設定するには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで ppp ms-chap hostnameコマンドを使用します。ホスト名を削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

ppp ms-chap hostname hostname

no ppp ms-chap hostname hostname

___________________
構文の説明 MS-CHAP認証のホスト名を指定します。hostname

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次に、インターフェイス上のMS-CHAP認証のホスト名を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ms-chap hostname Host_1
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ppp ms-chap password
共通のMicrosoftチャレンジハンドシェイク認証（MS-CHAP）シークレットパスワードを設定す
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 ppp ms-chap passwordコマンドを
使用します。パスワードをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp ms-chap password [clear| encrypted] password

no ppp ms-chap password [clear| encrypted] password

___________________
構文の説明

（任意）パスワードにクリアテキストの暗号化パラメータを指定しま

す。

clear

（任意）パスワードがすでに暗号化されていることを示します。encrypted

クリアテキストまたはすでに暗号化されているパスワード。password

___________________
コマンドデフォルト パスワードはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp ms-chap passwordコマンドは、CHAP応答で送信され、ピアがローカルルータを認証するた
めに使用されます。これは、ピアのローカル認証には影響しません。 pppms-chap passwordコマ
ンドは、このコマンドをサポートしていないルータで有用です（古いソフトウェアイメージを実

行するルータなど）。

MS-CHAPシークレットパスワードは、不明なピアからのチャレンジに応答するためにルータに
よって使用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、クリアテキストパスワードとしてパスワード（xxxx）を入力する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ms-chap password clear xxxx
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ppp ms-chap refuse
認証を要求するピアからのMicrosoftチャレンジハンドシェイク認証プロトコル（MS-CHAP）認
証を拒否するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ppp ms-chap refuseコマ
ンドを使用します。MS-CHAP認証を許可するには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp ms-chap refuse

no ppp ms-chap refuse

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト MS-CHAP認証はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

pppms-chap refuseコマンドはMS-CHAP認証がすべてのコールに対してディセーブルになるよう
に指定します。つまり、MS-CHAPを使用した認証をユーザに強制するピアの試行がすべて拒否さ
れます。

発信パスワード認証プロトコル（PAP）が（ppp authenticationコマンドを使用して）設定されて
いる場合、拒否パケットでの認証方式として PAPが提案されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、POSインターフェイス 0/3/0/1を指定し、ピアがMS-CHAP認証の要求で呼び出した場合に

MS-CHAP認証が行われないようにする例を示します。インターフェイスのカプセル化方式はPPP
です。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp ms-chap refuse

___________________
関連コマンド 説明コマンド

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブルにし、インター
フェイスで CHAP、MS-CHAP、PAP認証が選択される順序を
指定します。

ppp authentication, （810ページ）
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ppp multilink multiclass
マルチクラスマルチリンク PPPをイネーブルにするには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで pppmultilink multiclassコマンドを使用します。マルチクラスマルチリンク PPP
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp multilink multiclass

no ppp multilink multiclass

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、マルチクラスマルチリンク PPPをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp multilink multiclass
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ppp multilink multiclass local
ローカルホストからそのピアに送信される Conf-Request内のマルチクラスマルチリンク PPP
（MCMP）受信クラスの初期数および最大数を設定するには、インターフェイスコンフィギュ
レーションモードで pppmultilinkmulticlass localコマンドを使用します。これらの設定を削除す
るには、コマンドの no形式を使用します。

ppp multilink multiclass local initial init-numbermaximum max-number

no ppp multilink multiclass local initial init-numbermaximum max-number

___________________
構文の説明 Conf-Request内の受信クラスの初期数を指定します。指定できる

範囲は 1～ 16です。
initial init-number

Conf-Request内の受信クラスの最大数を指定します。指定できる
範囲は 1～ 16です。

maximum max-number

___________________
コマンドデフォルト MCMPがイネーブルの場合、デフォルトの initial値は 2で、デフォルトのmaximum値は 4です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

受信クラスの最大数によって、ローカルホストの伝送クラスの数が設定されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、ローカルホストからそのピアに送信される Conf-Request内のマルチクラスマルチリンク

PPP（MCMP）受信クラスの初期数および最大数を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp multilink multiclass local initial 1 maximum 16
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ppp multilink multiclass remote apply
ローカルホストが Conf-Requestでそのピアから受け入れるマルチクラスマルチリンク PPP
（MCMP）受信クラスの最小数を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモー
ドで ppp multilink multiclassコマンドを使用します。この設定を削除するには、このコマンドの
noフォームを使用します。

ppp multilink multiclass remote apply min-number

no ppp multilink multiclass remote apply min-number

___________________
構文の説明 Conf-Request内の受信クラスの最小数を指定します。指定できる範囲

は 1～ 16です。
min-number

___________________
コマンドデフォルト MCMPがイネーブルの場合、デフォルトは 2です。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用して、MCMPクラスの最小数を受け入れるようにピアに強制します。ピアが
このコマンドで指定されたMCMPクラスの最小数を受け入れない場合、ローカルルータは、PPP
リンクを起動状態にしません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、ppp multilink multicast remove applyコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp multilink multiclass remote apply 16

___________________
関連コマンド 説明コマンド

IPCPのプライマリおよびセカンダリ DNS IPアドレスを
設定します。

ppp ipcp dns, （818ページ）

IPCPによってネゴシエートされたピアアドレスへのルー
トのインストールをディセーブルにします。

ppp ipcp neighbor-route disable, （820
ページ）

IPCPによってピアに割り当てられるデフォルトの IPv4ア
ドレスを指定します。

ppp ipcp peer-address default, （822ペー
ジ）

インターフェイス上のMS-CHAP認証のホスト名を設定
します。

ppp ms-chap hostname, （831ページ）
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ppp pap refuse
認証を要求するピアからのパスワード認証プロトコル（PAP）認証を拒否するには、インターフェ
イスコンフィギュレーションモードで ppp pap refuseコマンドを使用します。 PAP認証を許可
にするには、このコマンドの no形式を使用します。

ppp pap refuse

no ppp pap refuse

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト PAP認証はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp pap refuseコマンドは PAP認証がすべてのコールに対してディセーブルになるように指定し
ます。つまり、PAPを使用した認証をユーザに強制するピアの試行がすべて拒否されます。

発信チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）が（ppp authenticationコマンドを使用
して）設定されている場合、拒否パケットでの認証方式として CHAPが提案されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa
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___________________
例 次に、インターフェイスで PPPカプセル化を使用して、POS 0/3/0/1を指定する例を示します。次

の例では、ピアが PAP認証要求でコールすると、PAP認証がディセーブルに指定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp pap refuse

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行するシリアルインターフェイスで 1
つまたは複数の認証、許可、アカウンティング

（AAA）方式を指定します。

aaa authentication ppp

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブル
にし、インターフェイスでCHAP、MS-CHAP、
PAP認証が選択される順序を指定します。

ppp authentication, （810ページ）

認証が失敗した直後に自身をリセットするので

はなく、指定した回数認証を再試行できるよう

に、PPPインターフェイスを設定します。

ppp max-bad-auth, （823ページ）

インターフェイスでリモートのPAPサポートを
イネーブルにし、ピアに対するPAP認証要求に
sent-usernameコマンドと passwordコマンドを
含めます。

ppp pap sent-username password, （844ページ）
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ppp pap sent-username password
インターフェイスのリモートパスワード認証プロトコル（PAP）サポートをイネーブルにするに
は、インターフェイスコンフィギュレーションモードで ppp pap sent-username passwordコマン
ドを使用します。リモート PAPサポートをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

ppp pap sent-username username password [clear| encrypted] password

no ppp pap sent-username username password [clear| encrypted] password

___________________
構文の説明 PAP認証要求で送信するユーザ名。username

（任意）パスワードにクリアテキストの暗号化パラメータを指定しま

す。

clear

（任意）パスワードがすでに暗号化されていることを示します。encrypted

クリアテキストまたはすでに暗号化されているパスワード。password

___________________
コマンドデフォルト リモート PAPサポートはディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp pap sent-username passwordコマンドを使用して、リモート PAPサポート（ピアの要求に応
答して PAPで認証する、など）をイネーブルにし、PAP認証要求の送信時に使用されるパラメー
タを指定します。

ppppap sent-usernamepasswordコマンドは、インターフェイスごとに設定する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

read, writeaaa

___________________
例 次の例では、パスワードはクリアテキストパスワード xxxxとしてイネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp pap sent-username xxxx password notified

パスワードが表示されると（次の例に示すように、show running-configコマンドを使用して）、
表示すると、通知されたパスワードは 05080F1C2243として表示されます。

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

interface POS0/1/0/0
description Connected to P1_CRS-8 POS 0/1/4/2
ipv4 address 10.12.32.2 255.255.255.0
encapsulation ppp
ppp pap sent-username P2_CRS-8 password encrypted 05080F1C2243

同様に、後続のログイン時に、次の 3つのコマンドのいずれかを入力すると、xxxxがリモート
PAP認証のパスワードとなります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp pap sent-username xxxx password notified
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp pap sent-username xxxx password clear notified
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp pap sent-username xxxx encrypted 1514190900

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行するシリアルインターフェイスで 1
つまたは複数の認証、許可、アカウンティング

（AAA）方式を指定します。

aaa authentication ppp

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブル
にし、インターフェイスでCHAP、MS-CHAP、
PAP認証が選択される順序を指定します。

ppp authentication, （810ページ）

認証を要求するピアからのPAP認証を拒否しま
す。

ppp multilink multiclass, （837ページ）

PPP認証タイムアウトパラメータを設定しま
す。

ppp timeout authentication, （847ページ）
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説明コマンド

現在実行中のコンフィギュレーションファイル

または特定のインターフェイスのコンフィギュ

レーションの内容、またはマップクラス情報を

表示します。

show running-config
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ppp timeout authentication
PPP認証タイムアウトパラメータを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーション
モードで ppp timeout authenticationコマンドを使用します。デフォルト値にリセットするには、
このコマンドの no形式を使用します。

ppp timeout authentication seconds

no ppp timeout authentication

___________________
構文の説明

認証パケットに対する応答を待つ最大時間（秒）。範囲は 3～ 30秒です。
デフォルトは 10秒です。

seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：10

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

デフォルトの認証タイムアウトは 10秒です。この時間には、リモートルータが接続を認証して
許可し、応答するまでの時間を組み込む必要があります。ただし、この処理に 10秒かからない
こともあります。そのような場合は ppp timeout authenticationコマンドを使用してタイムアウト
時間を短くし、認証応答が失われる場合の接続時間を改善します。

タイムアウトは、パケットが失われた場合にだけ接続時間に影響します。（注）
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パケットが失われると認証タイムアウトを下げることは有益ですが、ピアが処理できる速度よ

りも速く認証要求を送信すると、チャーンが発生し、接続時間がより遅くなります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次の例では、PPPタイムアウト認証は 20秒に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp timeout authentication 20

___________________
関連コマンド

説明コマンド

PPPを実行するシリアルインターフェイスで 1
つまたは複数の認証、許可、アカウンティング

（AAA）方式を指定します。

aaa authentication ppp

CHAP、MS-CHAP、または PAPをイネーブル
にし、インターフェイスでCHAP、MS-CHAP、
PAP認証が選択される順序を指定します。

ppp authentication, （810ページ）
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ppp timeout retry
PPPタイムアウト再試行パラメータを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーション
モードで ppp timeout retryコマンドを使用します。時間の値をリセットするには、このコマンド
の no形式を使用します。

ppp timeout retry seconds

no ppp timeout retry

___________________
構文の説明 PPPネゴシエーション時に応答を待機する最大時間（秒）。範囲は 1～ 10

秒です。デフォルト値は 3秒です。
seconds

___________________
コマンドデフォルト seconds：3

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ppp timeout retryコマンドは、PPPが送信した制御パケットに対する応答を待機する最大時間を
設定する場合に役立ちます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次の例では、再試行タイマーが 8秒に設定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface POS 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ppp timeout retry 8
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redundancy
冗長コンフィギュレーションモードを開始して、マルチルータ自動保護スイッチング（MR-APS）
を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで redundancyコマンドを使用しま
す。

redundancy

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次に、冗長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
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# redundancy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-redundancy)#
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security ttl
パケットの IPヘッダーの存続可能時間（TTL）の値を使用して、パケットが想定した送信元から
のものであることを検証するように指定するには、SSRPコンフィギュレーションモードでsecurity
ttlコマンドを使用します。 TTL要件を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

security ttl max-hops number

no security ttl max-hops number

___________________
構文の説明

ピアルータ間のホップの最大数。max-hops number

___________________
コマンドデフォルト max-hopsのデフォルトは 255です。

___________________
コマンドモード SSRPコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

max-hopsを指定しない場合、受け入れられるパケットの TTL値は 255である必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、パケットの IPヘッダーの存続可能時間（TTL）の値を使用して、パケットが想定した送信

元からのものであることを検証するように指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ssrp profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp)# peer ipv4 address 10.10.10.10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp)# security ttl max-hops number 50
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show ppp interfaces
インターフェイスの PPPステート情報を表示するには、EXECモードで show ppp interfacesコマ
ンドを使用します。

show ppp interfaces [brief| detail] {all| type interface-path-id| location node-id}

___________________
構文の説明

（任意）ルータのすべてのインターフェイス、特定のPOSイ
ンターフェイスインスタンス、または特定のノードのすべて

のインターフェイスの簡潔な出力を表示します。

brief

（任意）ルータのすべてのインターフェイス、特定のイン

ターフェイスインスタンス、または特定のノードのすべての

インターフェイスの詳細な出力を表示します。

detail

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オ
ンラインヘルプ機能を使用します。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェ

イスのリストを表示するには、show interfacesコマ
ンドを使用します。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用します。

interface-path-id

（任意）すべてのノードの詳細な PPP情報を表示します。all

（任意）指定したノードの詳細な PPP情報を表示します。
node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

リンク制御プロトコル（LCP）またはネットワーク制御プロトコル（NCP）に適用される PPPス
テートには、7つのステートがあります。

コマンド出力は、PPPインターフェイス記述ブロック（IDB）に存在するインターフェイスのサマ
リーを表示します。出力には次の情報が含まれます（該当する場合）。

•インターフェイスステート

•ラインプロトコルステート

•リンク制御プロトコル（LCP）ステート

•ネットワーク制御プロトコル（NCP）ステート

•マルチリンク PPPステート

•マルチリンク PPPの設定

•キープアライブ設定

•認証設定

•ネゴシエートされたMRU

•ネゴシエートされた IPアドレス

このコマンドは、指定されたノードの単一のインターフェイス、すべてのインターフェイス、ま

たはルータ上のすべてのインターフェイスの情報を表示できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次に、POSインターフェイスの PPPステート情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ppp interface POS 0/2/0/3

POS0/2/0/3 is up, line protocol is up
LCP: Open

Keepalives enabled (10 sec)
Local MRU: 4470 bytes
Peer MRU: 4470 bytes

Authentication
Of Us: CHAP (Completed as 'test-user')
Of Peer: PAP (Completed as 'peer-user')

CDPCP: Listen
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IPCP: Open
Local IPv4 address: 55.0.0.1
Peer IPv4 address: 55.0.0.2
Peer DNS Primary: 55.0.0.254
Peer DNS Secondary: 155.0.0.254

IPV6CP: Open
Local IPv6 address: fe80::3531:35ff:fe55:5747/128
Peer IPv6 address: fe80::3531:35ff:fe55:4213/128

MPLSCP: Stopped

次に、レイヤ 2接続回線として機能する POSインターフェイスの PPPステート情報を表示する例
を示します。

RP/0/0/CPU0:# show ppp interface POS0/2/0/2

POS0/2/0/2 is up, line protocol is up
LCP: Open

Running as L2 AC

次に、マルチリンクインターフェイスの PPPステート情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router:# show ppp interface Multilink 0/3/0/0/100

Multilink0/3/0/0/100 is up, line protocol is down
LCP: Open

SSO-State: Standby-Up
Keepalives disabled

IPCP: Open
SSO-State: Standby-Up
Local IPv4 address: 100.0.0.1
Peer IPv4 address: 100.0.0.2

IPV6CP: Open
Local IPv6 address: fe80::3531:35ff:fe55:4600/128
Peer IPv6 address: fe80::3531:35ff:fe55:3215/128

Multilink
Local MRRU: 1500 bytes
Peer MRRU: 1500 bytes
Local Endpoint Discriminator: 1234567812345678
Peer Endpoint Discriminator: 1111222233334444
MCMP classes: Local 4, Remote 2
Member links: 2 active, 6 inactive (min-active 2)
- Serial0/3/1/3/1 ACTIVE
- Serial0/3/1/3/2 ACTIVE
- Serial0/3/1/3/3 INACTIVE : LCP not negotiated
- Serial0/3/1/3/4 INACTIVE : Mismatching peer endpoint
- Serial0/3/1/3/5 INACTIVE : Mismatching peer auth name
- Serial0/3/1/3/6 INACTIVE : MRRU option rejected by Peer
- Serial0/3/1/3/7 INACTIVE : Mismatching local MCMP classes
- Serial0/3/1/3/8 INACTIVE : MCMP option rejected by peer

次に、シリアルインターフェイスの PPPステート情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ppp interface Serial 0/3/1/3/1

Serial0/3/1/3/1 is down, line protocol is down
LCP: Open

SSO-State: Standby-Up
Keepalives enabled (10 sec)
Local MRU: 1500 bytes
Peer MRU: 1500 bytes
Local Bundle MRRU: 1500 bytes
Peer Bundle MRRU: 1500 bytes
Local Endpoint Discriminator: 1234567812345678
Peer Endpoint Discriminator: 1111222233334444
Local MCMP Classes: Not negotiated
Remote MCMP Classes: Not negotiated

Authentication
Of Us: CHAP (Completed as 'test-user')
Of Peer: PAP (Completed as 'peer-user')

Multilink
Multilink group id: 100
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Member status: ACTIVE

表 56：show ppp interfaces のフィールドの説明

説明フィールド

設定の確認を受信しました。ピアによる設定要

求の送信を待機中です。

Ack-Rcvd

設定の確認が送信されました。ピアによる設定

要求への応答を待機中です。

Ack-Sent

ローカル装置とピア装置に設定されたユーザ認

証のタイプ。可能な PPP認証プロトコルは、
チャレンジハンドシェイク認証プロトコル

（CHAP）、MS-CHAP、およびパスワード認証
プロトコル（PAP）です。

Authentication

下位レイヤは動作中ですが、このレイヤは必要

ではありません。

Closed

ローカルの変更によりシャットダウンしまし

た。

Closing

接続がアイドル状態です。Initial
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説明フィールド

IP制御プロトコル（IPCP）ステート。表示さ
れる可能性のある 7つの状態は次のとおりで
す。

• Initial：下位レイヤが利用不可（ダウン状
態）であり、Openが発生しませんでした。
再起動タイマーは、初期状態では動作しま

せん。

• Starting：管理上のOpenが開始されました
が、下位レイヤはまだ使用できません（ダ

ウン状態）。再起動タイマーは、起動中

状態では動作しません。下位レイヤが使

用可能になると（起動）、設定要求が送信

されます。

• Closed：IPCPは現在ネゴシエーションしよ
うとしていません。

• Stopped：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。

• Closing：終了要求が送信され、再起動タイ
マーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。 Terminate-Ackを
受信すると、終了状態が開始されます。

再起動タイマーが期限切れになると、新し

い終了要求が送信され、再起動タイマーが

再起動されます。再起動タイマーが最大

終了回数を超過すると、終了状態が開始さ

れます。

• Stopping：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、IPCP-Ackが
受信されていません。 Req-Sent。

• ACKsent：IPCPは要求を受信し、それに返
信しました。

• ACKrcvd：IPCPは送信した要求への応答
を受信しました。

• Open：IPCPは正常に機能しています。

IPCP

エコー要求パケットの秒単位のキープアライブ

設定および間隔。

Keepalive
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説明フィールド

LCPの現在の状態を表示します。 LCPの状態
では、次の状態が報告されます。

• Initial：下位レイヤが利用不可（ダウン状
態）であり、Openが発生しませんでした。
再起動タイマーは、初期状態では動作しま

せん。

• Starting：管理上のOpenが開始されました
が、下位レイヤはまだ使用できません（ダ

ウン状態）。再起動タイマーは、起動中

状態では動作しません。下位レイヤが使

用可能になると（起動）、設定要求が送信

されます。

• Closed：LCPは現在ネゴシエーションしよ
うとしていません。

• Stopped：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。

• Closing：終了要求が送信され、再起動タイ
マーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。 Terminate-Ackを
受信すると、終了状態が開始されます。

再起動タイマーが期限切れになると、新し

い終了要求が送信され、再起動タイマーが

再起動されます。再起動タイマーが最大

終了回数を超過すると、終了状態が開始さ

れます。

• Stopping：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。 Req-Sent。

• ACKsent：LCPは要求を受信し、それに返
信しました。

• ACKrcvd：LCPは送信した要求への応答を
受信しました。

• Open：LCPは正常に機能しています。

LCP

ローカルインターフェイスの IPv4アドレス。Local IPv4 address

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 859

Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマンド
show ppp interfaces



説明フィールド

最大受信単位。ローカル装置によって受信され

たPPPパケットの転送された情報の最大サイズ
（バイト単位）。

Local MRU

接続が開いています。Open
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説明フィールド

オープンシステムインターコネクション制御

プロトコル（OSICP）ステート。表示される可
能性のある状態は次のとおりです。

• Initial：下位レイヤが利用不可（ダウン状
態）であり、Openが発生しませんでした。
再起動タイマーは、初期状態では動作しま

せん。

• Starting：管理上のOpenが開始されました
が、下位レイヤはまだ使用できません（ダ

ウン状態）。再起動タイマーは、起動中

状態では動作しません。下位レイヤが使

用可能になると（起動）、設定要求が送信

されます。

• Closed：OSICPは現在ネゴシエーションし
ようとしていません。

• Stopped：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。

• Closing：終了要求が送信され、再起動タイ
マーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。 Terminate-Ackを
受信すると、終了状態が開始されます。

再起動タイマーが期限切れになると、新し

い終了要求が送信され、再起動タイマーが

再起動されます。再起動タイマーが最大

終了回数を超過すると、終了状態が開始さ

れます。

• Stopping：終了要求が送信され、再起動タ
イマーは動作していますが、Terminate-Ack
が受信されていません。 Req-Sent。

• ACKsent：OSICPは要求を受信し、それに
返信しました。

• ACKrcvd：OSICPは送信した要求への応答
を受信しました。

• Open：OSICPは正常に機能しています。

OSICP

ピア装置の IPv4アドレス。Peer IPv4 address
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説明フィールド

最大受信単位。ピア装置によって受信された

PPPパケットの転送された情報の最大サイズ
（バイト単位）。

Peer MRU

設定要求が送信されました。ピアによる応答を

待機中です。

Req-Sent

このレイヤは必要ですが、下位レイヤがダウン

しています。

Starting

設定要求をリッスンしています。Stopped

ピアとの相互作用の結果として、シャットダウ

ンしました。

Stopping
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show ppp sso alerts
発生したすべてのシャーシ間ステートフルスイッチオーバー（ICSSO）のアラートを表示するに
は、EXECモードで、show ppp sso alertsコマンドを使用します。

show ppp sso alerts location node-id

___________________
構文の説明 rack/slot/moduleの形式で特定のノードの完全修飾パスを指定しま

す。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドでは、複製されたデータを使用してスタンバイセッションがスタンバイアップ状態

になることを回避したアラートに関する次の情報が表示されます。

•アラートが発生したインターフェイス

•エラーが発生したレイヤ

•エラーの簡潔な説明

1エラーだけが各インターフェイスの各レイヤに対して報告されます。表示されるエラーが発
生した最新のエラーです。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次に、発生したすべての ICSSOアラートを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ppp sso errors location 0/3/cpu0

Intf Layer SSO
Name with error Error
----------------------------------------------------------------------------
Mu0/3/0/0/100 IPCP Unsupported IPCP option 0x07
Se0/3/1/3/1:0 LCP Unacceptable value for LCP MRU option
Se0/3/1/3/2:0 of-us-auth Incorrect Authentication protocol, CHAP
Se0/3/1/3/3:0 of-peer-auth Invalid CHAP Authentication options
Se0/3/1/3/4:0 LCP Inconsistent LCP MRRU options
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show ppp sso state
特定のMR-APSグループで実行されているポイントツーポイントプロトコル（PPP）セッション
のシャーシ間ステートフルスイッチオーバー（ICSSO）状態を表示するには、EXECモードで
show ppp sso stateコマンドを使用します。

show ppp sso state group group-id location node-id

___________________
構文の説明

冗長グループ番号を指定します。指定できる範囲は1～32です。group group-id

rack/slot/moduleの形式で特定のノードの完全修飾パスを指定しま
す。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト グループが指定されていない場合、すべての冗長グループの状態が表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、次のセッションレイヤの状態を表示します。

• LCP

• of-us認証

• of-peer認証

• IPCP
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インターフェイスがスタンバイモードである場合は、IPCPを含むすべてのセッションレイヤ
が S-Negd状態にある場合にスイッチオーバー後すぐにトラフィックを転送できます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次に、冗長グループで実行されている PPPの ICSSO状態を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ppp sso state location 0/3/cpu0

Not-Ready : The session is not yet ready to run as Active or Standby
S-UnNegd : In Standby mode, no replication state received yet
A-Down : In Active mode, lower layer not yet up
Deact'ing : Session was Active, now going Standby
A-UnNegd : In Active mode, not fully negotiated yet
S-Negd : In Standby mode, replication state received and pre-programmed
Act'ing : Session was Standby and pre-programmed, now going Active
A-Negd : In Active mode, fully negotiated and up
- : This layer not running

SSO-Group 1 | of-us of-peer
Sess-ID Ifname | LCP auth auth IPCP
--------------------------------+-------------------------------------------
1 Multilink0/3/0/0/100 : S-Negd S-Negd S-Negd S-Negd

2 Multilink0/3/0/0/101 : S-UnNegd S-UnNegd S-UnNegd Not-Ready
3 Serial0/3/1/3/1 : S-Negd S-Negd S-Negd -
4 Serial0/3/1/3/2 : A-Negd A-Negd A-Negd A-UnNegd
5 Serial0/3/1/3/3 : A-Down Not-Ready Not-Ready -
6 Serial0/3/1/3/4 : A-Up A-Up A-Up A-Up

SSO-Group 1 | of-us of-peer
Sess-ID Ifname | LCP auth auth IPCP
--------------------------------+-------------------------------------------
1 Multilink0/3/0/0/102 : S-Negd S-Negd S-Negd S-Negd

2 Serial0/3/1/3/5 : S-Negd S-Negd S-Negd -
3 Serial0/3/1/3/6 : A-Negd A-Negd A-Negd A-UnNegd
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show ppp sso summary
各セッションレイヤの各シャーシ間ステートフルスイッチオーバー（ICSSO）状態のセッション
数を表示するには、EXECモードで show ppp sso summaryコマンドを使用します。

show ppp sso summary location node-id

___________________
構文の説明 rack/slot/moduleの形式で特定のノードの完全修飾パスを指定しま

す。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、次のセッションレイヤに関する情報を表示します。

• LCP

• of-us

• of-peer認証

• IPCP

Session State Redundancy Protocol（SSRP）が設定されているセッションのみが表示されます。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readppp

___________________
例 次に、各セッションレイヤの各 ICSSO状態のセッション数を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show ppp sso summary location 0/3/cpu0

Not-Ready : The session is not yet ready to run as Active or Standby
Stby-UnNegd : In Standby mode, no replication state received yet
Act-Down : In Active mode, lower layer not yet up
Deactivating : Session was Active, now going Standby
Act-UnNegd : In Active mode, not fully negotiated yet
Stby-Negd : In Standby mode, replication state received and pre-programmed
Activating : Session was Standby and pre-programmed, now going Active
Act-Negd : In Active mode, fully negotiated and up
- : This layer not running

Not- Stby- Act- Deactiv- Act- Stby- Activ- Act
Layer | Total Ready UnNegd Down ating UnNegd Negd ating Negd
-------------+------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
LCP | 20 2 5 0 0 3 6 0 4
of-us-auth | 20 10 2 0 0 1 4 0 3
of-peer-auth | 20 10 3 0 0 2 3 0 2
IPCP | 10 1 2 1 0 3 2 0 1
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ssrp group
SessionStateRedundancyProtocol（SSRP）グループをインターフェイス上でアタッチするには、イ
ンターフェイスコンフィギュレーションモードで ssrp groupコマンドを使用します。インター
フェイスから SSRPグループを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ssrp group group-number id id-number ppp

___________________
構文の説明 SSRPグループ番号です。指定できる範囲は 1～ 65535です。group-number

SSRPの ID番号。範囲は 1～ 4294967295です。id id-number

ポイントツーポイントプロトコルを指定します。ppp

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

グループは、最初に特定のロケーション場所（ラインカード）で設定してから、インターフェイ

スに割り当てる必要があります。冗長性 IDは、グループ内で一意である必要があります。この
コマンドは、グループが複製できるプロトコルのリストを指定します。現在サポートされている

のは、PPPだけです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次の例に、次の方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface Multilink 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ssrp group 1 id 1 ppp

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

870 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマンド
ssrp group



ssrp location
Session State Redundancy Protocol（SSRP）グループを作成するノードを指定し、SSRPノードコン
フィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ssrp
locationを使用します。

ssrp location node_id

___________________
構文の説明 rack/slot/moduleの形式で特定のノードの完全修飾パスを指定します。node_id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

場所は SSRPグループが作成されたカードを指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp

___________________
例 次に、カード上のインターフェイスで使用する、指定されたノードの SSRPグループを作成する

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ssrp location 0/1/cpu0
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp-node)#
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ssrp profile
Session State Redundancy Protocol（SSRP）プロファイルを設定し、SSRPコンフィギュレーション
モードを開始します。するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ssrp profileコマ
ンドを使用します。プロファイルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ssrp profile profile-name

no ssrp profile profile-name

___________________
構文の説明

この SSRPプロファイルの名前。profile-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

Session State Redundancy Protocol（SSRP）プロファイルを使用すると、同じ SSRP設定を複数のグ
ループ間で共有できます。同じプロファイルはルータ間の複数のグループにアタッチできます。

グループは、グループを使用するインターフェイスを設定する前に設定する必要があります。グ

ループ番号は TCPポート番号で使用されるため、ルータで一意である必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeppp
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___________________
例 次に、SSRPプロファイルを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ssrp profile Profile_1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-ssrp)#

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

874 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの PPP コマンド
ssrp profile



Cisco ASR 9000 シリーズルータの衛星 nV シ
ステムコマンド

ここでは、Cisco ASR 9000シリーズルータの衛星 nVシステムの設定に使用するコマンドについ
て説明します。

• hw-module satellite reload, 876 ページ

• install nv satellite, 878 ページ

• nv, 880 ページ

• satellite, 881 ページ

• satellite-fabric-link satellite, 882 ページ

• satellite type, 884 ページ

• serial-number, 886 ページ

• show nv satellite protocol control, 887 ページ

• show nv satellite protocol discovery, 889 ページ
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hw-module satellite reload
衛星デバイスの個別のスロットのソフトリセットをリロードし、実行するには、EXECモードで
hw-module satellite reloadコマンドを使用します。

hw-module satellite {satellite id| all}reload

___________________
構文の説明

リロードが実行されなければならない衛星デバイスの固有識別子を指定

します。

satellite id

現在アクティブなすべての衛星のリロード処理を実行します。all

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、hw-module satellite reloadコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # hw-module satellite 101 reload

Reload operation completed successfully.
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RP/0/RSP0/CPU0:May 3 20:26:51.883 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 101
removed
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install nv satellite
衛星のソフトウェアイメージをダウンロードし、アクティブ化するには、EXECモードで install
nv satelliteコマンドを使用します。

install nv satellite {satellite id| all}{transfer| activate}

___________________
構文の説明

イメージが転送される必要がある衛星の固有識別子を指定します。satellite id

対象バージョンにすでに存在しない現在アクティブなすべての衛星の操

作を実行します。

all

ホストから衛星デバイスにイメージがダウンロードされます。transfer

衛星でのインストール処理を実行します。activate

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、完全に接続され、認証されている衛星に対してのみ使用できます。（注）

activateキーワードを直接実行した場合は、ソフトウェアイメージがサテライトに転送され
て、アクティブ化も行われます。

（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、install nv satellite transferおよび install nv satellite activateコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # install nv satellite 100 transfer

Install operation initiated successfully.

RP/0/RSP0/CPU0:sat-host#RP/0/RSP0/CPU0:May 3 20:12:46.732 : icpe_gco[1146]:
%PKT_INFRA-ICPE_GCO-6-TRANSFER_DONE : Image transfer completed on Satellite 100

RP/0/RSP0/CPU0:router# install nv satellite 100 activate
Install operation initiated successfully.
LC/0/2/CPU0:May 3 20:13:50.363 : ifmgr[201]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface
GigabitEthernet100/0/0/28, changed state to Down
RP/0/RSP0/CPU0:May 3 20:13:50.811 : invmgr[254]: %PLATFORM-INV-6-OIROUT : OIR: Node 100
removed
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nv
衛星ネットワーク仮想化コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィ

ギュレーションモードで nvコマンドを使用します。

nv

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、nv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 # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nv
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)#
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satellite
ホストにアタッチされた新しい衛星を宣言し、衛星コンフィギュレーションモードを開始するに

は、衛星 nVコンフィギュレーションモードで satelliteコマンドを使用します。

satellite id

___________________
構文の説明 idは、100～ 65534の範囲内の数値です。id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 衛星ネットワーク仮想化コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

各衛星は、固有識別子を持つ個別の行で宣言する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、satelliteコマンドを使用して新しい衛星デバイスを宣言する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nv
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)# satellite 1250
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satellite-fabric-link satellite
ICPEシャーシ間リンクとしてインターフェイスを指定するには、衛星 nVインターフェイスコン
フィギュレーションモードで satellite-fabric-link satelliteコマンドを使用します。

satellite-fabric-link satellite id{slot| slot| ports| ports}

___________________
構文の説明

衛星 IDを指定します。 0～ 65536の範囲の数値です。satellite id

（任意）スロット番号を指定します。スロット IDは 2つのスラッシュで区切
られた数字で構成されており、ポートをクロスリンクするノードの衛星デバイ

スのスロット IDおよびサブスロット IDを表します。これは、単一ノードの衛
星ではサポートされません。

slot slot id

ポート番号を指定します。ポートは、この ICリンクにクロスリンクするポー
ト IDの範囲（連続している必要なし）として指定されます。この範囲は 1つ
以上のカンマで区切られたサブ範囲で構成されます。各サブ範囲は、単一の数

値か、またはハイフンで区切られた連続する範囲（左側の数値が右側の数値よ

りも小さい必要があります）です。

ports ports

___________________
コマンドデフォルト スロットのデフォルトは 0/0です。ポートのデフォルトは使用可能なすべてのポートです。

___________________
コマンドモード 衛星ネットワーク仮想化インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、satellite-fabric-link satelliteコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE0/2/1/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-int)# ipv4 point-to-point
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-int)# interface unnumbered loopback0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-int)# nV
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-int-nV)# satellite-fabric-link satelite 200
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satellite type
アタッチされた衛星デバイスの予測されるタイプを定義するには、衛星nVコンフィギュレーショ
ンモードで satellite typeコマンドを使用します。

satellite idtypetype name

___________________
構文の説明

アタッチされた衛星のタイプ名を指定します。サテライトのタイプは、

ASR9000v、ASR901v、および ASR 903vです。
type type name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 衛星ネットワーク仮想化コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

CiscoASR901およびASR903シリーズルータが衛星として含
まれました。

リリース 4.3.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

タイプ文字列は衛星機能の検索に使用され、他の設定を正確に検証することができます。文字列

は、ユーザに表示され、衛星デバイスの公開されている既知の名前に一致させる必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services
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___________________
例 次に、satellite typeコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nv
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)# satellite 200
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)# satellite 200 type asr9000v
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serial-number
定義された衛星のシリアル番号を認証するには、衛星 nVコンフィギュレーションモードで
serial-numberコマンドを使用します。

serial-number string

___________________
構文の説明

衛星に割り当てられた英数字文字列を指定します。string

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 衛星ネットワーク仮想化コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、衛星のシリアル番号を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# nv
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)# satellite 1250
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-nV)# serial-number CAT1521B1BB

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

886 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの衛星 nV システムコマンド
serial-number



show nv satellite protocol control
SDAC（SatelliteDiscoveryAndControl）プロトコルの制御プロトコルの統計情報と詳細情報を表示
するには、EXECモードで show nv satellite protocol controlを使用します。

show nv satellite protocol control {brief| satellite}

___________________
構文の説明

制御プロトコルの統計情報の簡潔な情報を表示します。brief

指定された衛星デバイスに基づく制御プロトコル情報を表示します。satellite

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、show nv satellite protocol controlコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router show nv satellite protocol control brief
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

衛星検出プロトコルの統計情報を表示します。show nv satellite protocol discovery, （889ページ）
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show nv satellite protocol discovery
SDAC（SatelliteDiscoveryAndControl）プロトコルからのパケット、メッセージ、バイト数など、
現在の FSM状態と検出プロトコルの統計情報を表示するには、EXECモードで show nv satellite
protocol discoveryを使用します。

show nv satellite protocol discovery {interface| interface-name| brief}

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプに基づく検出プロトコル情報を表示し

ます。

interface interface-name

簡潔な検出プロトコル情報を表示します。briefid

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作や値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.2.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeethernet-services

___________________
例 次に、show nv satellite protocol discoveryコマンドを実行する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router show nv satellite protocol discovery brief
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのシリアル
インターフェイスコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでシリアルインターフェイスを設定する
ための CLIコマンドについて説明します。

• clear iphc ipv4, 893 ページ

• crc（シリアル）, 895 ページ

• description（IPHCプロファイル）, 897 ページ

• encapsulation（シリアル）, 899 ページ

• feedback disable, 901 ページ

• fragment end-to-end, 903 ページ

• interface serial, 905 ページ

• invert, 908 ページ

• iphc profile, 910 ページ

• ipv4 iphc profile, 912 ページ

• keepalive（シリアル）, 914 ページ

• max-header, 916 ページ

• non-tcp compression, 918 ページ

• non-tcp context absolute, 920 ページ

• refresh max-period, 922 ページ

• refresh max-time, 924 ページ

• refresh rtp, 926 ページ

• rtp, 928 ページ
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• scramble, 930 ページ

• serial, 932 ページ

• show iphc idb, 934 ページ

• show iphc ipv4 rtp, 936 ページ

• show iphc ipv4 tcp, 938 ページ

• show iphc platform trace, 940 ページ

• show iphc profile, 942 ページ

• show iphc trace all, 945 ページ

• show tech-support iphc, 948 ページ

• tcp compression, 951 ページ

• tcp context absolute, 953 ページ

• transmit-delay（シリアル）, 955 ページ
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clear iphc ipv4
インターフェイスで送受信された IPヘッダー圧縮（IPHC）パケットのすべてのRealTimeProtocol
（RTP）および Transport Control Protocol（TCP）の統計情報をクリアするには、EXECモードで
clear iphc ipv4コマンドを使用します。

clear iphc ipv4 {interface {serial| multilink} interface-path-id| location node-id}

___________________
構文の説明 type引数および interface-path-id引数によって設定されるインターフェイ

スを指定します。

interface

シリアルネットワークインターフェイスを指定します。serial

マルチリンクネットワークインターフェイスを指定します。multilink

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

node-idによって設定されるインターフェイスを指定します。location

rack/slot/moduleの形式のノードの完全修飾パス。node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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clear countersコマンドは、すべてのインターフェイスの IPHC統計情報もクリアします。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次に、インターフェイスの RTPおよび TCPの統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear iphc ipv4 interface Serial 0/1/0/1/26:0

Thu Jan 8 20:30:38.155 UTC

次に、ノードの RTPおよび TCPの統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear iphc ipv4 location 0/3/CPU0

Mon Oct 12 22:47:51.430 DST
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crc（シリアル）
シリアルインターフェイスの巡回冗長検査（CRC）の長さを設定するには、シリアルコンフィ
ギュレーションモードで crcコマンドを使用します。シリアルインターフェイスの CRC設定を
デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

crc {16| 32}

no crc {16| 32}

___________________
構文の説明 16ビットの CRCモードを設定します。16

32ビットの CRCモードを設定します。32

___________________
コマンドデフォルト デフォルトはシリアルインターフェイスの 16ビットです。

___________________
コマンドモード シリアルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

CRCは、数値計算を使用して送信データ内のエラーを検出するエラーチェック方式です。16およ
び 32の指定値は、Frame Check Sequence（FCS）の長さ（ビット単位）を示します。 CRCが 32
ビットの場合は、エラー検出能力が向上しますが、オーバーヘッドが増加します。送信側と受信

側で設定を同じにする必要があります。

CRC-16は米国および欧州で最も広く使用されているエラーチェック方法であり、WANで広範に
使用されています。 CRC-32は IEEE規格 802で指定されています。また、一部のポイントツーポ
イント送信標準ではオプションとして指定されています。通常は、Switched Multimegabit Data
Service（SMDS）ネットワークおよび LANで使用されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次の例では、シリアルインターフェイス 0/3/0/0/0:10で 32ビットCRCがイネーブルになっていま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/0/0:10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# serial
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)# crc 32

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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description（IPHC プロファイル）
IPHCプロファイルに説明を追加するには、IPHCプロファイルコンフィギュレーションモードで
descriptionコマンドを使用します。 IPHCプロファイルの説明を削除するには、このコマンドの
no形式を使用します。

description description

no description

___________________
構文の説明 IPHCプロファイルに追加する説明。description

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、説明は IPHCプロファイルにアタッチされていません。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次の例では、説明が IPHCプロファイルテストにアタッチされています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile test type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# description testprofile
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# commit
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encapsulation（シリアル）
インターフェイスのレイヤ 2カプセル化を設定するには、インターフェイスコンフィギュレー
ションモードで encapsulationコマンドを使用します。システムをデフォルトのカプセル化に戻
すには、このコマンドの no形式を使用します。

encapsulation {hdlc| ppp| frame-relay| mfr}

no encapsulation

___________________
構文の説明

インターフェイスでシスコハイレベルデータリンク制御（HDLC）のカプ
セル化をイネーブルにします。これはデフォルトのカプセル化タイプです。

hdlc

インターフェイス上で PPPカプセル化をイネーブルにします。ppp

インターフェイスでフレームリレーカプセル化をイネーブルにします。frame -relay

インターフェイスでマルチリンクフレームリレーカプセル化をイネーブル

にします。

mfr

___________________
コマンドデフォルト シリアルインターフェイスのデフォルトのカプセル化は HDLCです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

フレームリレーおよびマルチリンクフレームリレーカプセ

ル化が追加されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

read, writeinterface

___________________
例 次に、シリアルインターフェイス 0/3/0/1の PPPカプセル化をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# encapsulation ppp

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）

インターフェイスの PPPステート情報を表示します。show ppp interfaces, （854ページ）
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feedback disable
インターフェイスで IPヘッダー圧縮（IPHC）コンテキストステータスフィードバックメッセー
ジをディセーブルにするには、IPHCプロファイルコンフィギュレーションモードで feedback
disableコマンドを使用します。フィードバックメッセージをディセーブルにした後に再びイネー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

feedback disable

no feedback disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト フィードバックメッセージはデフォルトでイネーブルです。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

フィードバックのディセーブル化は、IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次に、IPHCプロファイル内の IPヘッダー圧縮（IPHC）コンテキストステータスフィードバック

メッセージをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# feedback disable
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fragment end-to-end
インターフェイスでフレームリレーのフレームのフラグメンテーションをイネーブルにするに

は、シリアルフレームリレー PVCコンフィギュレーションモードで fragment end-to-endコマン
ドを使用します。フレームリレーフラグメンテーションをディセーブルにするには、このコマ

ンドの no形式を使用します。

fragment end-to-end fragment-size

no fragment end-to-end

___________________
構文の説明

各フラグメントに移動する元のフレームリレーフレームのペイロードバイト数。

この数値には、元のフレームのフレームリレーヘッダーは含まれません。

フレームリレーフレームの最後のフラグメント以外のすべてのフラグメントは、

ペイロードサイズが fragment-sizeと同じです。最後のフラグメントのペイロード
は、fragment-size以下です。使用するハードウェアによって、有効値は 64～ 512
バイトです。

fragment-size

___________________
コマンドデフォルト フラグメンテーションはデフォルトではディセーブルに設定されています。

___________________
コマンドモード フレームリレー仮想回線コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writefr
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___________________
例 次に、シリアルフレームリレー仮想回線コンフィギュレーションモードを開始し、サブインター

フェイス 0/6/2/4.1のフレームリレーフレームのフラグメンテーションサイズを 512バイトに設
定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/6/2/4.1 point-to-point
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# pvc 100
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-fr-vc)# fragment end-to-end 512

___________________
関連コマンド 説明コマンド

シリアルインターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードまたはサブ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 serial, （905ペー
ジ）

フレームリレー PVCをシリアルサブインターフェイスで作成し、
フレームリレー仮想回線コンフィギュレーションモードを開始しま

す。

pvc（シリアル）
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interface serial
シリアルインターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレーションモードまたは

サブ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には、グローバルコンフィギュ

レーションモードで interface serialコマンドを使用します。シリアル設定を削除するには、この
コマンドの no形式を使用します。

interface serial interface-path-id [. subinterface] {point-to-point| l2transport}

no interface serial interface-path-id [. subinterface] {point-to-point| l2transport}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス、その後にオプ

ションのサブインターフェイス IDが続きます。命名の表記法は、
interface-path-id.subinterfaceです。表記の一部としてサブインター
フェイス値の前にピリオドが必要です。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能
を使用します。

interface-path-id[.subinterface]

インターフェイスがポイントツーポイントリンクの1つのエンドポ
イントとして動作します。

point-to-point

インターフェイスがレイヤ 2リンクの 1つのエンドポイントとして
動作します。

l2transport

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

.subinterface引数、point-to-pointおよび l2transportキーワー
ドが追加されました。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

値の間のスラッシュは、表記の一部として必要です。（注）

•チャネライズド SPA上の T1インターフェイスの表記方法は、
rack/slot/module/port/channel-num:channel-group-numberです。次に例を示します。

interface serial 0/0/1/2/4:3

•シリアルインターフェイス下にサブインターフェイスを設定すると、ルータでは、シリアル
インターフェイスアドレスの末尾にサブインターフェイス番号が含まれます。この場合の

表記方法は rack/slot/module/port[/channel-num:channel-group-number].subinterfaceです。次に例
を示します。

interface serial 0/0/1/2.1

•シリアルインターフェイスの表記方法の構文は次のようになります。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：モジュラサービスカードまたはラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番号か
ら参照されます。

◦ port：コントローラの物理ポート番号。

◦ channel-num：T1チャネル番号。 T1チャネルの範囲は 0～ 23です。

◦ channel-group-number：タイムスロット番号。T1タイムスロットの範囲は 1～ 24です。
channel-group-numberの前には、スラッシュではなくコロンを付けます。

◦ subinterface：サブインターフェイスの番号。

•有効なインターフェイスの選択肢一覧を表示するには、serialキーワードに続けて疑問符（?）
のオンラインヘルプ機能を使用します。

チャネル化 T3のシリアルインターフェイスは、T1コンフィギュレーションモードで no
channel-groupコマンドを使用して削除できます。デフォルト以外のシリアルパラメータが定義
されている場合は、最初に no interface serialコマンドを使用してデフォルト設定に戻してから、
no channel-groupコマンドを使用してシリアルインターフェイスを削除する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、スロット 6、サブスロット 2、ポート 4、T1チャネル番号 10およびチャネルグループ 8の

シリアルインターフェイスの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)# interface serial 0/6/2/4/10:8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

次に、サブスロット 1の SPAのポート 2の T1チャネルグループ 4のチャネルグループ 3にある
シリアルインターフェイスを参照し、サブ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)# interface serial 0/0/1/2/4:3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

DS0チャネルグループを設定し、チャネルグループコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

channel-group, （1096ページ）

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインターフェ

イスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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invert
シリアルインターフェイスのデータストリームを反転させるには、シリアルコンフィギュレー

ションモードで invertコマンドを使用します。データ反転をディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

invert

no invert

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト データは反転されません

___________________
コマンドモード シリアルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

データ反転がインターフェイスで設定されていることを確認するには、show interfaces serialコマ
ンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次の例では、シリアルインターフェイス0/3/0/0/0:10でデータ反転がイネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/0/0:10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# serial
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)# invert

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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iphc profile
IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルを作成して、IPHCプロファイルコンフィギュレーション
モードを開始するには、コンフィギュレーションモードで iphc profileコマンドを使用します。
プロファイルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

iphc profile profile-name type {ietf| iphc}

no iphc profile profile-name [type {ietf| iphc}]

___________________
構文の説明 IPHCプロファイルのテキスト名。最大文字数は 50です。profile-name

圧縮形式のタイプを指定します。type

インターネット技術特別調査委員会（IETF）標準形式を指定します。
RFC2507および RFC2508の圧縮スキームを使用します。

ietf

IPヘッダー圧縮（IPHC）形式を指定します。IETFのようなオプションが
あります。

iphc

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード 設定

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

プロファイルを作成して、IPHCプロファイルコンフィギュレーションモードを開始すると、プ
ロファイルで IPHC機能を設定し、プロファイルを複数のインターフェイスにアタッチできます。
ルータで許可されるプロファイルの最大数は 250です。
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プロファイルは、インターフェイスにアタッチされている場合は削除できません。最初に、すべ

てのインターフェイスからプロファイルを削除する必要があります。次に、このコマンドの no
形式を使用してプロファイルを削除します。

IPHCプロファイルへのオンザフライの変更はサポートされません。

プロファイル名は 50文字以内でなければなりません。 50文字を超えるプロファイル名を作成し
ようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。

iphc profile test1test1test1test1test1test1test1test1test1test11 type iphc
!!% 'iphc_profilemgr' detected the 'warning' condition
'Name is longer than allowed character length of 50'
!

___________________
例 次に、IPHCプロファイル Profile_1を作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)#
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ipv4 iphc profile
IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルをインターフェイスにアタッチするには、インターフェイ
スコンフィギュレーションモードで ipv4 iphc profileコマンドを使用します。インターフェイス
からプロファイルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

ipv4 iphc profile profile-name [mode service-policy]

no ipv4 iphc profile [profile-name [mode service-policy]]

___________________
構文の説明

このインターフェイスにアタッチする設定済み IPHCプロファイル
のテキスト名。

profile-name

（任意）IPHCプロファイルがQoSサービスポリシーに適用される
ことを指定します。

mode service-policy

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

プロファイル名が認識されていない場合、システムは次のエラーメッセージを返します。

!!% 'iphc_ma' detected the 'warning' condition 'Profile doesn't exist'

インターフェイスでのカプセル化がサポートされていない場合、システムは次のエラーメッセー

ジを返します。

!!% 'iphc_ma' detected the 'warning' condition 'IPHC capability: Encap type not supported'
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

read, writeipv4

___________________
例 次に、インターフェイスに IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルをアタッチする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 iphc profile Profile_1

次に、QoSサービスポリシーに適用される IPHCプロファイルをインターフェイスにアタッチす
る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ipv4 iphc profile Profile_1 mode service-policy
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keepalive（シリアル）
特定のシリアルインターフェイスのキープアライブタイマーを設定するには、インターフェイス

コンフィギュレーションモードで keepaliveコマンドを使用します。キープアライブタイマーを
デフォルトの 10秒にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

keepalive {interval [ retry ]| disable}

no keepalive

___________________
構文の説明

キープアライブメッセージ間の秒数（1～ 30）。デフォルトは 10です。interval

キープアライブタイマーをオフにします。disable

（任意）リンクがダウン状態に遷移する前に、応答なしでピアに送信でき

るキープアライブメッセージの数（1～ 255）。デフォルト値は 5です。
retry

___________________
コマンドデフォルト キープアライブメッセージ間のデフォルトの間隔は 10秒です。デフォルトの再試行は、応答な

しで送信できる 5キープアライブメッセージです。ただし、5を超えるキープアライブメッセー
ジが応答なしで送信されると、リンクがダウン状態に遷移します。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

HDLCキープアライブは、keepaliveコマンドが単一接続の両端で同様に設定されることを必要と
します。 2接続ルータは、設定値を相互に示すことができないため、キープアライブ値をネゴシ
エートすることができません。各ルータ（ローカルまたはパートナー）に設定されているキープ

アライブ値は、Cisco IOS XRソフトウェアがパケットを送信するレートを設定します。また、
ローカルエンドが着信パケットを受信するレートを設定します。
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キープアライブ値をデフォルト値に設定するには、interval引数の値を指定しないで keepaliveコ
マンドを使用します。

デフォルトでは、ピアにキープアライブメッセージが 5回以上送信され、ピアから応答が得られ
なかった場合、リンクがダウン状態に遷移します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次に、シリアルインターフェイス 0/7/0/1で 3秒のキープアライブを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/7/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# keepalive 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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max-header
圧縮できる最大サイズのヘッダーを定義するには、IPHCプロファイルコンフィギュレーション
モードで max-headerコマンドを使用します。デフォルトの最大サイズに戻すには、このコマン
ドの no形式を使用します。

max-header number-of-bytes

no max-header [ number-of-bytes ]

___________________
構文の説明

圧縮できるヘッダーの最大サイズ（バイト単位）。範囲は 20～ 40で
す。デフォルト値は 40です。

number-of-bytes

___________________
コマンドデフォルト Number-of-bytes：40。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

最大ヘッダーサイズは、IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次に、圧縮できる最大サイズのヘッダーを定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# max-header 20

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 917

Cisco ASR 9000 シリーズルータのシリアルインターフェイスコマンド
max-header



non-tcp compression
IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルの非 TCP圧縮をイネーブルにするには、IPHCプロファイ
ルコンフィギュレーションモードで non-tcp compressionコマンドを使用します。プロファイル
の非 TCP圧縮をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

non-tcp compression

no non-tcp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

非 TCP圧縮は IPHCプロファイル内でだけイネーブルにできます。非 TCP圧縮は、プロファ
イルでイネーブルにされるまで機能しません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内の非TCP圧縮をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# non-tcp compression
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non-tcp context absolute
プロファイルで IPHCに使用できる非TCP接続コンテキストの最大数を設定するには、IPHCプロ
ファイルコンフィギュレーションモードで non-tcp context absoluteコマンドを使用します。プロ
ファイルから非 TCP接続コンテキストを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

non-tcp context absolute number-of-contexts

no non-tcp context [absolute [ number-of-contexts ]]

___________________
構文の説明

プロファイルで IPHCに使用できる非 TCP接続コンテキストの最大
数を指定する数値。範囲は 0～ 6000です。

number-of-contexts

___________________
コマンドデフォルト コンテキスト数を指定せず、非 TCP圧縮だけがイネーブルの場合、デフォルトのコンテキスト数

は 16です。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ラインカード上で使用できる非 TCP接続コンテキストの最大数は、すべての IPHCプロファイル
とインターフェイス全体で 6000です。

非 TCP接続コンテキストは、IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内の非TCP圧縮をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# non-tcp context absolute 255
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refresh max-period
IPHCコンテキストがリフレッシュされるまでに、リンクで交換される圧縮された IPヘッダーの
最大パケット数を設定するには、IPHCプロファイルコンフィギュレーションモードで refresh
max-periodコマンドを使用します。デフォルトのコンテキストリフレッシュに戻すには、このコ
マンドの no形式を使用します。

refresh max-period {max-number| infinite}

no refresh max-period [max-number| infinite]

___________________
構文の説明

フルヘッダー間またはコンテキストがリフレッシュされる前に許可される

圧縮された IPヘッダーパケットの最大数。範囲は 0～ 65535です。
max- number

コンテキストリフレッシュの前に、無制限の数のパケットを交換できま

す。

infinite

___________________
コマンドデフォルト max-number：256

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RTPパケットの設定済みのコンテキストリフレッシュ設定をイネーブルにするには、refresh rtp
コマンドを使用する必要があります。

コンテキストリフレッシュ間隔の最大時間は IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次に、IPHCプロファイルでコンテキストがリフレッシュされるまでに、リンクで交換される圧縮

された IPヘッダーの最大パケット数を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# refresh max-period 50
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refresh max-time
コンテキストのリフレッシュ間隔の最大許容時間を設定するには、IPHCプロファイルコンフィ
ギュレーションモードで refreshmax-timeコマンドを使用します。デフォルトのコンテキストリ
フレッシュに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

refresh max-time {max-time| infinite}

no refresh max-time [max-time| infinite]

___________________
構文の説明

コンテキストのリフレッシュ間隔（秒単位）。範囲は 0～ 255です。max-time

コンテキストのリフレッシュ間隔の許容時間が無制限です。infinite

___________________
コマンドデフォルト max-time：5

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RTPパケットの設定済みのコンテキストリフレッシュ設定をイネーブルにするには、refresh rtp
コマンドを使用する必要があります。

コンテキストリフレッシュ間隔の最大時間は IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次に、IPHCプロファイル Profile 1で、コンテキストのリフレッシュ間隔の最大許容時間を 60秒

に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# refresh max-time 60
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refresh rtp
RTPパケットの設定済みのコンテキストリフレッシュ設定をイネーブルにするには、IPHCプロ
ファイルコンフィギュレーションモードで refresh rtpコマンドを使用します。 RTPパケットの
コンテキストリフレッシュ設定をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

refresh rtp

no refresh rtp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、リフレッシュ RTPはディセーブルであり、フローの最初のパケットだけが「フ

ルヘッダー」パケットとして送信されます。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次に、RTPパケットの設定済みのリフレッシュ設定をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# refresh rtp
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rtp
インターフェイス上で Real Time Protocol（RTP）圧縮および圧縮解除をイネーブルにするには、
IPHCプロファイルコンフィギュレーションモードで rtpコマンドを使用します。インターフェ
イスから RTPを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

rtp

no rtp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RTPは、IPHCプロファイル内でだけイネーブルにできます。（注）

You must enable RTP before attaching a profile to an interface. If you do not enable RTP
first, the router will display the following message: ‘!!% 'iphc_capability' detected the
'warning' condition 'IPHC Capability: RTP Compression NOT enabled in the profile'!

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次の例に、次の方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# rtp
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scramble
シリアルインターフェイスのペイロードスクランブリング（暗号化）をイネーブルにするには、

インターフェイスコンフィギュレーションモードで scrambleコマンドを使用します。スクラン
ブリングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

scramble

no scramble

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト スクランブリングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

スクランブリングは、受信側でのクロックリカバリを支援するために使用されます。スクランブ

リングは、物理層フレームで伝送される 1および 0のパターンをランダム化します。デジタル
ビットをランダム化することで、変化のない連続的なビットパターン（言い換えると、すべて 1
またはすべて 0の長いストリング）を防止できます。ある種の物理層プロトコルは、1と 0の変
化に依存して、クロッキングを維持しています。

スクランブリングにより、DSU間に配置されたスイッチが、ある種のビットパターンをアラーム
として誤った解釈をすることを防止できます。

ローカルインターフェイスの設定は、リモートインターフェイスの設定に一致する必要がありま

す。たとえば、ローカルポートのスクランブリングをイネーブルにする場合、リモートポート

でもイネーブルにします。

スクランブリングがインターフェイスで設定されていることを確認するには、showinterfaces serial
コマンドを使用します。
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タスク ID

___________________
例 次の例では、シリアルインターフェイス0/3/0/0/0:10でスクランブリングがイネーブルになってい

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/0/0:10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# serial
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)# scramble

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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serial
シリアルパラメータを設定し、シリアルコンフィギュレーションモードを開始するには、イン

ターフェイスコンフィギュレーションモードで serialコマンドを使用します。シリアルインター
フェイスのデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

serial

no serial

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

シリアルインターフェイスは非チャネライズドポートに自動的に作成されます。チャネライズド

ポートの場合は、T1/E1チャネルグループを追加するときにシリアルインターフェイスが作成さ
れます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次に、シリアル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-if)# serial
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)#
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show iphc idb
IPヘッダー圧縮（IPHC）インターフェイス記述ブロック（IDB）のステータス情報を表示するに
は、EXECモードで、show iphc idbコマンドを使用します。

show iphc idb {detail| interface type interface-path-id [detail]| location node-id [detail]}

___________________
構文の説明

統計情報および内部データが含まれます。detail

IPHC情報を表示するインターフェイスを指定します。interface

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

IPHC情報を表示するノードの場所を指定します。location

ノードの完全修飾パスを指定します。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルト（パラメータなし）では、IPHC用に設定されたすべてのインターフェイスの情報を表

示します。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）インターフェイス記述ブロック（IDB）のステータス情報を表示

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc idb interface Serial 0/1/0/1/26:0

Thu Jan 8 20:25:41.079 UTC
EA Status Codes: Neg Status Code:
CFG_AS: Cfg Apply Succeed NEG_I: Negotiation Init
CFG_AF: Cfg Apply Failed NEG_P: Negotiation Progress
NEG_AS: Neg Apply Succeed NEG_D: Negotiation Done
NEG_AF: Neg Apply Failed NEG_F: Negotiation Failed

Interface_Name: Serial0/1/0/1/26:0 Ifhandle : 0x02008e00
EA Status : NEG_AS Neg Status: NEG_D
MQC Mode : F Prof_Name : iphcfmt

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc idb interface Serial 0/1/0/1/26:0 detail

Thu Jan 8 20:25:44.731 UTC
EA Status Codes: Neg Status Code:
CFG_AS: Cfg Apply Succeed NEG_I: Negotiation Init
CFG_AF: Cfg Apply Failed NEG_P: Negotiation Progress
NEG_AS: Neg Apply Succeed NEG_D: Negotiation Done
NEG_AF: Neg Apply Failed NEG_F: Negotiation Failed

Interface_Name: Serial0/1/0/1/26:0 Ifhandle : 0x02008e00
EA Status : NEG_AS Neg Status: NEG_D
MQC Mode : F Prof_Name : iphcfmt

Tcp Non-Tcp Max Max Max RTP
Space Space Header Period Time

------------------------------------------------------------------------
Cfg_Option 1 60 40 256 5 T
Neg_Option 1 50 40 256 5 T
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show iphc ipv4 rtp
インターフェイスで送受信されたReal Time Protocol（RTP）およびUserDatatgramProtocol（UDP）
パケットの IPv4統計情報を表示するには、EXECモードで show iphc ipv4 rtpコマンドを使用しま
す。

show iphc ipv4 rtp interface type interface-path-id [location node-id]

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）インターフェイスの場所を指定しますlocation

（任意）node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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これらのシスコサポートコマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者のみが使用するた

めに、通常は予約されています。不正に使用された場合、製品に影響を与えるパフォーマン

スなどの問題を引き起こすリスクがあります。これらのコマンドを使用する前に、シスコのテ

クニカルサポートに問い合わせることを強く推奨します。

注意

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

readcisco-support

___________________
例 次に、インターフェイスで送受信された IPヘッダー圧縮（IPHC）パケットに関する IPv4、Real

TimeProtocol（RTP）、UserDatatgramProtocol（UDP）、および非伝送制御プロトコル（非TCP）
統計情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc ipv4 rtp interface Serial 0/1/0/1/26:0

Thu Jan 8 20:28:47.569 UTC
RTP/UDP/IP header compression statistics:
Interface Serial0/1/0/1/26:0
Rcvd: 100 total, 93 compressed, 7 full header

0 dropped, 0 status msgs
Sent: 0 total, 0 compressed, 0 fullheader, 0 status msgs

0 bytes saved, 0 bytes sent
1.00 efficiency improvement factor
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show iphc ipv4 tcp
インターフェイスで送受信された IPヘッダー圧縮（IPHC）パケットの IPv4TransportControlProtocol
（TCP）統計情報を表示するには、EXECモードで、show iphc ipv4 tcpコマンドを使用します。

show iphc ipv4 tcp interface type interface-path-id [ location node-id ]

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）インターフェイスの場所を指定しますlocation

（任意）node-id引数は、rack/slot/moduleの形式で入力します。node-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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これらのシスコサポートコマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者のみが使用するた

めに、通常は予約されています。不正に使用された場合、製品に影響を与えるパフォーマン

スなどの問題を引き起こすリスクがあります。これらのコマンドを使用する前に、シスコのテ

クニカルサポートに問い合わせることを強く推奨します。

注意

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

readcisco-support

___________________
例 次に、インターフェイスで送受信された IPヘッダー圧縮（IPHC）パケットの IPv4、Transport

Control Protocol（TCP）統計情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc ipv4 tcp interface Serial 0/1/0/1/26:0

Thu Jan 8 20:28:54.407 UTC
TCP/IP header compression statistics:
Interface Serial0/1/0/1/26:0
Rcvd: 100 total, 93 compressed, 7 full header

0 dropped, 0 status msgs
Sent: 0 status msgs
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show iphc platform trace
ファイルまたはノードのエラーや統計情報などのプラットフォームトレース情報を表示するに

は、EXECモードで show iphc platform traceコマンドを使用します。

show iphc platform trace [all| events| errors [events] [all]| internal [all| errors [events] [all]| events [all]]]
[unique| wrapping] [hexdump] [last number-of-entries] [reverse] [stats] [tailf] [verbose] [file file-name
original location node-id| location {node-id| all| mgmt-nodes}]

___________________
構文の説明

（任意）すべてのプラットフォームトレース情報を表示します。all

（任意）イベントプラットフォームトレース情報を表示します。events

（任意）一意のエントリのトレース情報を表示します。unique

（任意）折り返しエントリを表示します。wrapping

（任意）16進数表記のトレース情報を表示します。hexdump

（任意）最後に指定された番号のエントリのトレース情報を表示しま

す。範囲は 1～ 4294967295です。
last number_of_entries

（任意）逆順でトレース情報を表示します（最新のトレースが先頭）。reverse

（任意）トレースの統計情報を表示します。stats

（任意）新たに追加されたトレースを表示します。tailf

（任意）内部デバッグ情報を表示します。verbose

（任意）指定したファイルのトレース情報を表示します。file file_name

（任意）ファイルの元の場所を指定します。original

（任意）指定されたカードの場所のトレース情報を表示します。location node_id

（任意）すべてのノードのトレース情報を表示します。all

（任意）すべての管理ノードのトレース情報を表示します。mgmt-nodes

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

キーワード hexdump、last、reverse、stats、tailfおよび verboseは、任意の順序で入力できます。

キーワード fileおよび locationを使用すると、任意の数の必要なファイルまたは場所を入力する
ことができます。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

これらのシスコサポートコマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者のみが使用するた

めに、通常は予約されています。不正に使用された場合、製品に影響を与えるパフォーマン

スなどの問題を引き起こすリスクがあります。これらのコマンドを使用する前に、シスコのテ

クニカルサポートに問い合わせることを強く推奨します。

注意

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

readcisco-support

___________________
例 次に、指定した場所のプラットフォームトレース情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc platform trace all location 0/2/CPU0
Mon Aug 16 06:05:17.906 PDT
6 wrapping entries (24576 possible, 0 filtered, 6 total)
Aug 16 05:53:59.674 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: LC Platform preinit
Aug 16 05:54:00.255 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: LC Platform init
Aug 16 05:54:00.255 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: max iphc interfaces 2048
Aug 16 05:54:00.255 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: ea respawn count 1
Aug 16 05:54:00.284 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: LC Platform replay end
Aug 16 05:54:00.284 iphc_ea/internal 0/2/CPU0 t1 PAL IPHC: replay end 0 stale entries
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show iphc profile
IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルの設定情報を表示するには、EXECモードで show iphc
profileコマンドを使用します。

show iphc profile {profile-name| all} [detail]

___________________
構文の説明

情報を表示する IPHCプロファイルのテキスト名。profile-name

ルータのすべてのプロファイルに関する情報を表示します。all

（任意）プロファイルのアタッチ先のインターフェイスを表示します。detail

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

___________________
例 次に、IPHCプロファイルに関する情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc profile ietf-test1
Tue Aug 10 06:53:19.711 PDT

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

942 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのシリアルインターフェイスコマンド
show iphc profile



IPHC Profile: ietf-test1
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 10
Refresh : NON-TCP every 60 seconds or 100 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40
Refresh RTP : OFF

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc profile Profile_1 detail
Thu Jan 8 20:22:24.276 UTC
IPHC Profile: Profile_1
Type: IPHC
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 60
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

*** No of Intf 1 ****
Serial0_4_3_1_1:0

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc profile all
Thu Mar 12 11:05:35.987 UTC
IPHC Profiles : 3
IPHC Profile: p1
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

IPHC Profile: p2
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

IPHC Profile: test
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc profile all detail
Thu Mar 12 11:06:26.902 UTC
IPHC Profiles : 3
IPHC Profile: p1
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

*** No of Intf 1 ****
Serial0_4_3_1_1:0

IPHC Profile: p2
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40
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*** No of Intf 2 ****
Serial0_4_3_1_2:0
Serial0_4_3_1_8:0

IPHC Profile: test
Type: IETF
Compressing : TCP NON-TCP (RTP)
Context : TCP fixed at 1 NON-TCP fixed at 16
Refresh : NON-TCP every 5 seconds or 256 packets
Feedback : ON
Max_Header : 40

*** No of Intf 0 ****
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show iphc trace all
ルータのすべての IPヘッダー圧縮（IPHC）設定のトレース結果を表示するには、EXECモード
で、show iphc trace allコマンドを使用します。

show iphc trace all [unique| wrapping] [hexdump] [last number-of-entries] [reverse] [stats] [tailf] [verbose]
[file file-name original location node-id| location {node-id| all| mgmt-nodes}]

___________________
構文の説明

（任意）一意のエントリのトレース情報を表示します。unique

（任意）折り返しエントリを表示します。wrapping

（任意）16進数表記のトレース情報を表示します。hexdump

（任意）最後に指定された番号のエントリのトレース情報を表示し

ます。範囲は 1～ 4294967295です。
last number_of_entries

（任意）逆順でトレース情報を表示します（最新のトレースが先

頭）。

reverse

（任意）トレースの統計情報を表示します。stats

（任意）新たに追加されたトレースを表示します。tailf

（任意）内部デバッグ情報を表示します。verbose

（任意）指定したファイルのトレース情報を表示します。file file_name

（任意）ファイルの元の場所を指定します。original

（任意）指定されたカードの場所のトレース情報を表示します。location node_id

（任意）すべてのノードのトレース情報を表示します。all

（任意）すべての管理ノードのトレース情報を表示します。mgmt-nodes

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

キーワード hexdump、last、reverse、stats、tailfおよび verboseは、任意の順序で入力できます。
キーワード uniqueまたは wrappingは、コマンドの最初のキーワードとしてのみ入力できます。
キーワード fileまたは locationは、コマンドの最後のキーワードとしてのみ入力できます。

キーワード fileおよび locationを使用すると、任意の数の必要なファイルまたは場所を入力する
ことができます。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

これらのシスコサポートコマンドは、シスコのテクニカルサポート担当者のみが使用するた

めに、通常は予約されています。不正に使用された場合、製品に影響を与えるパフォーマン

スなどの問題を引き起こすリスクがあります。これらのコマンドを使用する前に、シスコのテ

クニカルサポートに問い合わせることを強く推奨します。

注意

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readip-services

readcisco-support

___________________
例 次に、IPHCトレースに関する情報を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show iphc trace all

Wed Jul 22 21:48:07.339 DST
20 wrapping entries (3072 possible, 0 filtered, 20 total)
Jul 22 03:31:39.770 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Event Mgr Create Successl
Jul 22 03:31:39.799 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Sysmgr Init Successful
Jul 22 03:31:39.894 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Ens Init Successful
Jul 22 03:31:39.910 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Sysdb Init Successful
Jul 22 03:31:39.911 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Stats thread Init Succesl
Jul 22 03:31:39.942 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Cfg thread Init Successfl
Jul 22 03:31:39.951 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Registered verifier call7
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Profile: *** Pr*
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (format))
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (tcp_com)
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Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (tcp_con)
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (non_tcp)
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (rtp) in)
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (max-per)
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Scanning Option (non_tcp)
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : +++++ Profile Verificati+
Jul 22 03:31:39.952 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Verify Profile (Profile_n
Jul 22 03:31:39.959 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : +++++ Profile Verificati+
Jul 22 03:31:39.981 iphc/profilemgr/int 0/5/CPU0 t1 : Registered applier calle7
Jul 22 03:31:39.999 iphc/profilemgr/eve 0/5/CPU0 t1 : Registered Profile (Profy

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 947

Cisco ASR 9000 シリーズルータのシリアルインターフェイスコマンド
show iphc trace all



show tech-support iphc
インターフェイス、ノード、またはラックの IPヘッダー圧縮（IPHC）データを収集し、ファイル
にそのデータを保存するには、EXECモードで show tech-support iphcコマンドを使用します。

show tech-support iphc [file| interface type interface-path-id [location node-id| rack rack_name]| location
node-id| rack rack_name] file location file_name [background] [compressed| uncompressed]

___________________
構文の説明

（任意）保存する IPHCのデータのファイル名と場所を指定します。file

（任意）指定したインターフェイスの IPHCデータを収集します。interface

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

type

（任意）物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

（任意）指定したカードの場所（node-id）の IPHCデータを収集します。location node-id

（任意）指定したラックの IPHCデータを収集します。rack rack_name
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次のいずれか1つの有効なファイルの場所の指定されたファイル（file_name）
に収集されたデータを保存します。

• bootflash:：ブートフラッシュファイルシステムのファイルに収集された
データを保存します。

• compactflash:：compactflashファイルシステムのファイルに収集されたデー
タを保存します。

• compactflasha:：compactflashaファイルシステムのファイルに収集された
データを保存します。

• disk0:：disk0ファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存し
ます。

• disk0a:：disk0aファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存し
ます。

• disk1:：disk1ファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存し
ます。

• disk1a:：disk1aファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存し
ます。

• ftp:：FTPファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存しま
す。

• harddisk:：ハードディスクファイルシステムのファイルに収集されたデー
タを保存します。

• harddiska:：harddiskaファイルシステムのファイルに収集されたデータを
保存します。

• harddiskb:：harddiskbファイルシステムのファイルに収集されたデータを
保存します。

• lcdisk0:：lcdisk0ファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存
します。

• lcdisk0a:：lcdisk0aファイルシステムのファイルに収集されたデータを保
存します。

• nvram:：nvramファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存し
ます。

• rcp:：rcpファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存します。

• tftp:：TFTPファイルシステムのファイルに収集されたデータを保存しま
す。

file location
file_name

（任意）バックグラウンドでこのコマンドを実行します。background

（任意）出力を圧縮します。compressed
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（任意）出力を圧縮しません。uncompressed

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readbasic-services

readcisco-support

readipv4

___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）データを収集および表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show tech-support iphc

Mon Oct 12 20:30:58.660 DST
++ Show tech start time: 2009-Oct-12.203059.DST ++
Mon Oct 12 20:31:05 DST 2009 Waiting for gathering to complete
......
Mon Oct 12 20:31:46 DST 2009 Compressing show tech output
Show tech output available at 0/5/CPU0 : disk0:/showtech/showtech-iphc-2009-Octz
++ Show tech end time: 2009-Oct-12.203148.DST ++
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tcp compression
IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイルの TCP圧縮をイネーブルにするには、IPHCプロファイル
コンフィギュレーションモードで tcp compressionコマンドを使用します。プロファイルの TCP
圧縮をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

tcp compression

no tcp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルータが使用する IPHCプロファイルがこのコマンドを使用して設定された場合、ルータは、ピ
アと TCP圧縮をネゴシエートし、ピアルータから送信された圧縮 TCPパケットを圧縮解除しま
す。ピアに送信された TCPパケットは、圧縮されずに送信されます。

TCP圧縮は IPHCプロファイル内でだけイネーブルにできます。TCP圧縮は、プロファイルで
イネーブルにされるまで機能しません。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services
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___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内の TCP圧縮をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# tcp compression
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)#
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tcp context absolute
プロファイルで IPHCに使用できる TCP接続コンテキストの最大数を設定するには、IPHCプロ
ファイルコンフィギュレーションモードで tcp context absoluteコマンドを使用します。プロファ
イルから TCP接続コンテキストを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

tcp context absolute number-of-contexts

no tcp context [absolute] [ number-of-contexts ]

___________________
構文の説明

プロファイルで IPHCに使用できる TCP接続コンテキストの最大数
を指定する数値。有効な範囲は 0～ 255です。

number-of-contexts

___________________
コマンドデフォルト number-of-contextsを指定せず、TCP圧縮だけがイネーブルの場合、デフォルトの number-of-contexts

は 1です。

___________________
コマンドモード IPHCプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ラインカード上で使用できる TCP接続コンテキストの最大数は、すべての IPHCプロファイルと
インターフェイス全体で 255です。

TCP接続コンテキストは、IPHCプロファイル内でだけ設定できます。（注）
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeip-services

___________________
例 次に、IPヘッダー圧縮（IPHC）プロファイル内の TCP圧縮をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# config
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# iphc profile Profile_1 type iphc
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-iphc-profile)# tcp context absolute 255
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transmit-delay（シリアル）
パケット間に挿入される複数のハイレベルデータリンク制御（HDLC）フラグシーケンスを指定
するには、シリアルコンフィギュレーションモードで transmit-delayコマンドを使用します。デ
フォルトに戻す場合は、このコマンドの no形式を入力します。

transmit-delay microseconds

no transmit-delay microseconds

___________________
構文の説明

パケット送信後の最小遅延ミリ秒数。指定できる値の範囲は 0～ 128で
す。デフォルトは 0（ディセーブル）です。

microseconds

___________________
コマンドデフォルト microseconds：0（ディセーブル）

___________________
コマンドモード シリアルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writehdlc

___________________
例 次の例では、シリアルインターフェイス 0/3/0/0/0:0に 2マイクロ秒の遅延が指定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/0/0:0
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# serial
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)# transmit-delay 2

次の例では、シリアルインターフェイス 0/3/0/0/0:0の送信遅延がディセーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface serial 0/3/0/0/0:0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# serial
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-serial)# no transmit-delay

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインター

フェイスの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コ
ントローラコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータでレイヤ 1転送テクノロジーを使用する
SONET操作を設定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明
します。

SONETコントローラの設定には、SONETラインレイヤでのファイバ（外部）または機器（イン
ターフェイスまたは内部）の障害からのリカバリを提供する機能である SONET自動保護スイッ
チ（APS）が含まれます。 Packet-over-SONET/SDH（POS）インターフェイスまたはシリアルイ
ンターフェイスを設定するには、SONETコントローラを設定しておく必要があります。

SONETベースの物理ポートのすべての SONET関連設定は、SONETコントローラコンフィギュ
レーションサブモードでグループ化されます。 SONETパス関連のコンフィギュレーションコ
マンドは SONETパスサブモードでグループ化されます。

• ais-shut（SONET）, 960 ページ

• ais-shut（SONETパス）, 962 ページ

• aps group, 964 ページ

• aps group（グローバル）, 967 ページ

• au, 969 ページ

• authenticate（PGP）, 971 ページ

• b3-ber-prdi, 973 ページ

• channel local, 975 ページ

• channel remote, 978 ページ

• clear counters sonet, 980 ページ

• clock source（SONET）, 982 ページ

• controller（SONET）, 984 ページ

• delay clear, 986 ページ
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• delay trigger, 988 ページ

• down-when-looped, 990 ページ

• framing（SONET）, 992 ページ

• line delay clear, 994 ページ

• line delay trigger, 996 ページ

• lockout, 998 ページ

• loopback（SONET）, 1000 ページ

• mode（SONET）, 1002 ページ

• overhead（SONET）, 1005 ページ

• overhead（SONETパス）, 1007 ページ

• path delay clear, 1009 ページ

• path delay trigger, 1011 ページ

• path（SONET）, 1013 ページ

• report（SONET）, 1015 ページ

• report（SONETパス）, 1018 ページ

• revert, 1021 ページ

• scrambling disable（SONETパス）, 1023 ページ

• show aps, 1025 ページ

• show aps agents, 1027 ページ

• show aps group, 1029 ページ

• show controllers pos, 1032 ページ

• show controllers sonet, 1039 ページ

• show sonet-local trace frr, 1048 ページ

• shutdown（SONET）, 1050 ページ

• signalling, 1052 ページ

• sts, 1054 ページ

• timers（APS）, 1056 ページ

• threshold（SONET）, 1058 ページ

• threshold（SONETパス）, 1060 ページ

• tug3, 1062 ページ

• uneq-shut（SONETパス）, 1064 ページ
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• unidirectional, 1066 ページ

• width, 1068 ページ
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ais-shut（SONET）
SONETポートが管理上のシャットダウン状態になるたびに送信された SONET信号でのラインの
アラーム表示信号（LAIS）の自動挿入をイネーブルにするには、SONET/SDHコンフィギュレー
ションモードで ais-shutコマンドを使用します。 LAISの自動挿入をディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

ais-shut

no ais-shut

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト このコマンドはデフォルトでディセーブルです。AISは送信されません。

___________________
コマンドモード SONETコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ラインが管理上のシャットダウン状態になった場合は、ais-shutコマンドを使用して、ラインに問
題があることを示す信号をダウンストリーム機器に送信します。

ais-shutコマンドは、自動保護スイッチング（APS）が対応するポートで実行されている場合は無
視されます。これは、設定が適切な APS動作でイネーブルになっている必要があるためです。

LAISの挿入のハードウェアサポートがない SONETポートの場合、ais-shutコマンドはディセー
ブルです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次の例では、アラーム表示は SONET OC-3コントローラで行われています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# ais-shut

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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ais-shut（SONET パス）
SONETパスが管理上のシャットダウン状態になるたびに送信された SONET信号でのパスアラー
ム検出信号（PAIS）の自動挿入をイネーブルにするには、SONET/SDHパスコンフィギュレーショ
ンモードで ais-shutコマンドを使用します。 SONET信号での PAISの自動挿入をディセーブルに
するには、このコマンドの no形式を使用します。

ais-shut

no ais-shut

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト このコマンドはデフォルトでディセーブルです。AISは送信されません。

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

対応するSONETパスが管理上のダウン状態になるたびに適切な送信SONETパスオーバーヘッド
での PAISの自動挿入をイネーブルにするには、ais-shutコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、アラーム表示がすべてのパスでイネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# ais-shut

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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aps group
手動で自動保護スイッチング（APS）チャネルを切り替えるには、EXECコンフィギュレーション
モードで aps groupコマンドを使用します。

aps group number {force| manual} {0| 1} {disable| enable}

___________________
構文の説明 APSグループの番号。範囲は 1～ 255です。number

割り当てられたチャネル番号を持つ SONETリンクのローカルエンドで強制
APS要求を送信します。

force

割り当てられたチャネル番号を持つ SONETリンクのローカルエンドで手動
APS要求を送信します。これは、他に有効なより高いプライオリティのユー
ザが開始した要求または自動要求がない場合に実装されます。

manual

保護チャネルが切り替えられる必要があることを指定します。0

現用チャネルが切り替えられる必要があることを指定します。1

リモートエンドにポートを切り替える通知する SONET K1/K2ビットパター
ンの送信を停止します。

disable

リモートエンドにポートを切り替えるよう通知する SONET K1/K2ビットパ
ターンの送信を開始します。

enable

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

マルチルータ APSトポロジでは、手動要求または強制要求が保護ルータでのみサポートされま
す。

トラフィックが停止し、他のチャネルに切り替えられる必要があるチャネルを識別する 0または
1を指定します。したがって、force 0またはmanual 0によってトラフィックは保護チャネルから
現用チャネルに移動し、force 1または manual 1によってトラフィックは現用チャネルから保護
チャネルに移動します。

手動で保護チャネルにトラフィックを切り替えるには、forceキーワードを使用します。たとえ
ば、ファイバ接続を変更する必要がある場合、現用チャネルを保護インターフェイスに手動で強

制的に切り替えることができます。

強制スイッチを使用すると、自動（信号障害信号劣化）または手動スイッチ要求を上書きするこ

とができます。ロックアウト要求（lockoutコマンドを使用）は強制要求を上書きします。

同等またはより高いプライオリティの要求が有効である場合は、forceキーワードを使用して、
SONETリンクのローカルエンドで強制 APS要求を開始することはできません。

（注）

手動で保護チャネルに回路を切り替えるには、manualキーワードを使用します。たとえば、現
用チャネルでメンテナンスを実行する必要がある場合、この機能を使用できます。保護スイッチ

がすでに起動している場合、manualキーワードを使用して、復元待ち（WTR）期間の期限が切れ
る前に通信リンクを現用チャネルに戻すことができます。WTR期間は、revertコマンドで設定さ
れます。スイッチをキャンセルするには、このコマンドの no形式を使用します。

手動スイッチ要求を使用して、他に有効なより高いプライオリティのユーザが開始した要求また

は自動要求がない場合にトラフィックを伝送するチャネルを制御できます。

手動要求のプライオリティは、すべてのユーザが開始した要求または自動要求の中で最も低くな

ります。他の同様の要求も手動要求を上書きします。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、EXECモードで aps groupコマンドを使用して、トラフィックのスイッチを強制するか、ま

たは手動でトラフィックを切り替え、リモートエンドへのスイッチオーバーを示すK1/K2ビット
パターンの送信をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 force 1 enable
RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 force 1 disable

RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 manual 1 enable
RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 manual 1 disable

RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 force 0 enable
RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 force 0 disable

RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 manual 0 enable
RP/0/RSP0/CPU0:router# aps group 1 manual 0 disable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグルー
プコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967
ページ）

手動または強制 APS要求を SONETリンクのローカルエンドで
上書きし、トラフィックの受信から保護チャネルをブロックしま

す。

lockout, （998ページ）

現用インターフェイスが使用可能になった後、保護インターフェ

イスから現用インターフェイスへの自動スイッチオーバーをイ

ネーブルにします。

revert, （1021ページ）

APSで使用される K1K2オーバーヘッドバイトシグナリングプ
ロトコルを設定します。

signalling, （1052ページ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータスを表
示します。

show aps, （1025ページ）
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aps group（グローバル）
自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグループコンフィギュレーションモー
ドを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで aps groupコマンドを使用しま
す。グループを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

aps group number

no aps group number

___________________
構文の説明

グループの番号。範囲は 1～ 255です。number

___________________
コマンドデフォルト APSグループは定義されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

1つの APSグループには、1つの保護（P）SONETポートおよび 1つの現用（W）SONETポート
が含まれます。現用ポートと保護ポートは、同じ論理チャネル（LC）、同じルータ上の異なる
LC、または異なるルータ上に存在できます。保護ポートおよびその対応する現用ポートごとに 1
つの APSグループを設定する必要があります。

APSグループコンフィギュレーションモードを開始し、その他の SONET機器を使用してAPS接
続を設定するには、aps group（グローバル）コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、グローバルコンフィギュレーションモードで aps groupコマンドを使用して、APSグルー

プ 1を設定し、APSグループ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)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

手動で APSチャネルを切り替えます。aps group, （964ページ）

保護ルータと現用ルータ間の PGPメッセージ交換の認証文字列
を設定します。

authenticate（PGP）, （971ペー
ジ）

現在の APSグループの SONET APSチャネルとしてローカル
SONET物理ポートを割り当てます。

channel local, （975ページ）

リモートルータに物理的に配置されたポートとインターフェイ

スをSONET現用または保護APSチャネルとして割り当てます。
channel remote, （978ページ）

手動または強制 APS要求を SONETリンクのローカルエンドで
上書きし、トラフィックの受信から保護チャネルをブロックし

ます。

lockout, （998ページ）

現用インターフェイスが使用可能になった後、保護インターフェ

イスから現用インターフェイスへの自動スイッチオーバーをイ

ネーブルにします。

revert, （1021ページ）

APSで使用される K1K2オーバーヘッドバイトシグナリング
プロトコルを設定します。

signalling, （1052ページ）

helloパケットと保護インターフェイスプロセスが現用インター
フェイスルータがダウンしていると宣言するまでの時間の間の

時間を変更します。

timers（APS）, （1056ページ）

単一方向モードの保護インターフェイスを設定します。unidirectional, （1066ページ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータスを
表示します。

show aps, （1025ページ）
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au
管理ユニット（AU）グループ番号を指定し、AUコントローラコンフィギュレーションモードを
開始するには、SONETコントローラコンフィギュレーションモードで auコマンドを使用しま
す。

au number

___________________
構文の説明 1～ 48の範囲の管理ユニットグループ番号。number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 1です。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

auコマンドを使用すると、トリビュタリユニットグループ（TUG）、仮想コンテナ（VC）、お
よび DS3を設定できる AUコントローラコンフィギュレーションモードで、次のパスの例のよ
うなインターフェイスを設定することが可能です。

STM-1 -> AU-4 -> TUG-3 -> VC-3 -> DS-3

1つの AU-4パスは 3つの AU-3パスと同等です。管理ユニットタイプ 4（AU-4）は、3つの
STM-1または 1つの STM-3で構成されます。管理ユニットタイプ 3（AU-3）は、1つの STM-1
で構成されます。
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auコマンドを使用して、カードに使用可能なAUGの1つを設定します。auコマンドが、AU-3
または AU-4など、設定中の AUパスのタイプの設定ではなく、カードのサポート範囲の 1つ
の AUグループ番号および設定している AUタイプを識別するために使用されます。たとえ
ば、1ポートチャネライズド OC-48/STM-16 SPAは 16の AU-4グループをサポートします。
したがって auコマンドに 1～ 16の値を指定して、そのカードの SDHAU-4を設定できます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、AU 1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# au 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-auPath)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

トリビュタリユニットグループ（TUG）番号を指定して、TUG3
コントローラコンフィギュレーションモードを開始します。

tug3, （1062ページ）
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authenticate（PGP）
保護ルータと現用ルータ間の Protect Group Protocol（PGP）メッセージ交換の認証文字列を設定す
るには、APSグループコンフィギュレーションモードで authenticateコマンドを使用します。デ
フォルトの認証文字列に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

authenticate string

no authenticate string

___________________
構文の説明

保護ルータと現用ルータの間のPGPメッセージ交換を認証するためにルータが使
用する認証文字列。文字列の最大長は英数字で 8文字です。スペースは使用で
きません。

string

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの認証文字列は「cisco」です。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

authenticateコマンドを使用して、保護ルータと現用ルータ間の PGPメッセージ交換の認証文字
列を設定します。デフォルトの認証文字列に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

authenticateコマンドは、マルチルータ自動保護スイッチング（APS）グループ設定でのみ適用さ
れます。

マルチルータ APSトポロジでは、保護ルータおよび現用ルータはユーザデータグラムプロトコ
ル（UDP）ベースの Pretty Good Privacyプロトコルを介して互いに通信します。各 Pretty Good
Privacyパケットには、パケットの検証に使用する認証ストリングが含まれます。適切な APS操
作のためには、同じAPSグループ動作に関連するすべてのルータの認証文字列が一致する必要が
あります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、abctownの APSグループ 1の認証をイネーブルにしています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# authenticate abctown

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967
ページ）

現在の APSグループの SONET APSチャネルとしてローカル
SONET物理ポートを割り当てます。

channel local, （975ページ）

リモートルータに物理的に配置されたポートとインターフェ

イスをSONET現用または保護APSチャネルとして割り当てま
す。

channel remote, （978ページ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータスを
表示します。

show aps, （1025ページ）
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b3-ber-prdi
ビットエラーレート（BER）ビットインターリーブパリティ（BIP）B3しきい値を超えた場合
のパスレベルリモート故障表示（PRDI）の送信をイネーブルにするには、SONET/SDHパスコン
フィギュレーションモードで b3-ber-prdiコマンドを使用します。 PRDIを送信しないようにする
には、このコマンドの no形式を使用します。

b3-ber-prdi

no b3-ber-prdi

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト このコマンドはデフォルトでディセーブルです。PRDIは送信されません。

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、すべてのパスで PRDIがイネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# b3-ber-prdi
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードを開
始します。

path（SONET）, （1013ページ）

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示し
ます。

show controllers sonet, （1039ページ）
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channel local
現在のAPSグループの SONET自動保護スイッチング（APS）チャネルとしてローカル SONET物
理ポートを割り当てるには、APSグループコンフィギュレーションモードで channel localコマン
ドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

channel {0| 1} local [preconfigure] sonet interface-path-id

no channel {0| 1} local [preconfigure] sonet interface-path-id

___________________
構文の説明

保護チャネルタイプまたは現用チャネルタイプを割り当てます。0は保護、
1は現用です。

{0 | 1}

（任意）SONETの事前設定を指定します。このキーワードは、モジュラ
サービスまたはラインカードがスロットに物理的に装着されていない場合に

のみ使用されます。

preconfigure

SONETインターフェイスタイプを指定します。sonet

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表

示するには、show controllers sonetコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト SONET APSローカルチャネルは割り当てられません。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

現在のAPSグループのSONETAPSチャネルとしてローカルSONET物理ポートを指定するには、
channel localコマンドを使用します。異なるルータに物理的に配置されているチャネルを割り当
てるには、channel remoteコマンドを使用します。

事前設定されたインターフェイスがサポートされます。

保護チャネルがローカルな場合、現用チャネルを割り当てる前に、channelコマンドを使用して割
り当てる必要があります。これは、現用チャネルのみ割り当てることがマルチルータAPSトポロ
ジの現用ルータの有効な設定であり、ローカル保護チャネルをさらに設定しようとすると拒否さ

れるためです。

インターフェイスタイプは、SONETコントローラである必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、SONET 0/2/0/2をローカル保護チャネルとして設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# channel 0 local SONET 0/2/0/2

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967
ページ）
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説明コマンド

リモートルータに物理的に配置されたポートとインターフェ

イスを SONET現用または保護 APSチャネルとして割り当て
ます。

channel remote, （978ページ）

設定済みのすべてのSONETAPSグループの動作ステータスを
表示します。

show aps, （1025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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 977

Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コントローラコマンド
channel local



channel remote
リモートルータに物理的に配置されたポートとインターフェイスを SONET現用または保護自動
保護スイッチング（APS）チャネルとして割り当てるには、APSグループコンフィギュレーショ
ンモードで channel remoteコマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの
no形式を使用します。

channel {0| 1} remote ip-address

no channel {0| 1} remote ip-address

___________________
構文の説明

保護チャネルタイプまたは現用チャネルタイプを割り当てます。 0は
保護、1は現用です。

{0 | 1}

A.B.C.D形式のリモートルータ IPアドレス。ip-address

___________________
コマンドデフォルト SONET APSリモートチャネルは割り当てられません。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

異なるルータに物理的に配置されている現用チャネルまたは保護チャネルを割り当てるには、

channel remoteコマンドを使用します。

ローカルルータでチャネルを割り当てるには、channel localコマンドを使用します。

リモートルータの IPアドレスは、保護ルータとして設定されている現用チャネルがすべての現用
ルータと通信する場合にのみ必要となります。

リモート保護チャネルの指定はオプションです。リモート保護チャネルを指定しない場合、デ

フォルト値の 0.0.0.0が使用されます。保護ルータは、常に現用ルータと通信するルータです。
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現用ルータは、宛先アドレスとして受信メッセージから抽出される送信元アドレスを使用して、

保護ルータに応答します。 0.0.0.0（デフォルト値）以外のアドレスが指定されている場合、現用
ルータは、保護ルータにメッセージを送信するときに常にそのアドレスを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、IPアドレス192.168.1.1のリモートチャネルが現用チャネルとして割り当てられてい

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# channel 1 remote 192.168.1.1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

apsgroup（グローバル）,（967ペー
ジ）

現在の APSグループの SONET APSチャネルとしてローカル
SONET物理ポートを割り当てます。

channel local, （975ページ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータス
を表示します。

show aps, （1025ページ）
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clear counters sonet
特定の SONETコントローラの SONETカウンタをクリアするには、EXECモードで clear counters
sonetコマンドを使用します。

clear counters sonet interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show controllers sonetコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。
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◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

特定の SONETコントローラの SONETカウンタをクリアするには、clear counters sonetコマンド
を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

read, writebasic-services

___________________
例 次の例では、SONETインターフェイスで SONETカウンタがクリアされています。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear counters sonet 0/1/0/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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clock source（SONET）
SONETポートで送信した信号のクロックソースを設定するには、SONET/SDHコンフィギュレー
ションモードで clock sourceコマンドを使用します。クロックソースの設定を取り消すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

clock source {internal| line}

no clock source {internal| line}

___________________
構文の説明

コントローラが内部クロックに基づいて送信したデータをクロッキングするこ

とを指定します。

internal

コントローラが、ラインの受信データストリームから回復したクロックに基づ

いて送信したデータをクロッキングすることを指定します。 768ビットは、デ
フォルト値です。

line

___________________
コマンドデフォルト コントローラのクロックソースは lineです。

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

どの基準クロックが送信者によって使用されるかを設定するには、clocksourceコマンドを使用し
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次の例では、SONETコントローラは、内部クロックに基づいて送信したデータをクロッキングす

るように設定されています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# clock source internal

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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controller（SONET）
特定の SONETコントローラを設定できるように、SONET/SDHコンフィギュレーションモード
を開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで controller（SONET）コマンドを
使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

controller [preconfigure] sonet interface-path-id

no controller [preconfigure] sonet interface-path-id

___________________
構文の説明

（任意）SONETの事前設定を指定します。 preconfigureキーワードは、モ
ジュラサービスカードがスロットに物理的に装着されていない場合にのみ使

用します。

preconfigure

SONETコンフィギュレーションモードを開始するか、または interface-path-id
で指定された SONETポートコントローラを設定します。

sonet

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードを開始して、SONETパスに別の SONETオプ
ションを指定するには、path（SONET）コマンドを使用します。

タスク ID

___________________
例 次に、スロット番号 2の SONETコントローラで SONET/SDH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)# controller SONET 0/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)#

次に、ビットエラーレート（BER）ビットインターリーブパリティ（BIP）B3しきい値を超え
た場合にパスレベルリモート故障表示（PRDI）を送信するように SONETコントローラパス
（0/2/0/1）を設定する例を示します。：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller SONET 0/2/0/1 path b3-ber-prdi
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードを開
始します。

path（SONET）, （1013ページ）

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示し
ます。

show controllers sonet, （1039ページ）
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delay clear
同期転送信号（STS）パス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を設定するには、STS
パスコンフィギュレーションモードでdelayclearコマンドを使用します。コマンドをそのデフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

delay clear value

no delay clear value

___________________
構文の説明 STSパス遅延トリガーアラームがクリアされるまでのミリ秒数。範囲は 0～

180000です。デフォルトは 10秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10秒です。

___________________
コマンドモード STSパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、STSパス遅延トリガーアラームが 7000ミリ秒後にクリアされるように指定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/3
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# sts 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-stsPath)# delay clear 7000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

STSパス遅延トリガーの時間値を設定します。delay trigger, （988ページ）
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delay trigger
同期転送信号（STS）パス遅延トリガーの時間値を設定するには、STSパスコンフィギュレーショ
ンモードで delay triggerコマンドを使用します。コマンドをそのデフォルト設定に戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

delay trigger value

no delay trigger value

___________________
構文の説明 STSパス遅延トリガーのミリ秒単位の値。範囲は 0～ 60000です。デフォルト

は 0秒で、遅延がないことを意味します。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 0秒で、遅延がないことを意味します。

___________________
コマンドモード STSパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

STSパス遅延トリガーのタイマーが期限切れになると、アラームが宣言されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、STSパス遅延トリガーを 6000ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# sts 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-stsPath)# delay trigger 6000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

STSパス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間
を設定します。

delay clear, （986ページ）
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down-when-looped
ループバックが検出された時点でダウンしていることをシステムに通知するように SONETコン
トローラを設定するには、SONET/SDHコンフィギュレーションモードでdown-when-loopedコマ
ンドを使用します。

down-when-looped

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトではディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドには、no形式はありません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、ループバックが検出された場合に関連ラインがダウンしていることをシステムに通知する

ように SONETコントローラを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# down-when-looped

down-when-looped is a traffic-affecting operation
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

ループバックモードのSONETコントローラを設定し
ます。

loopback（SONET）, （1000ページ）
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framing（SONET）
SONETコントローラで使用されるフレーミングを指定するには、SONET/SDHコンフィギュレー
ションモードで framingコマンドを使用します。 SONETコントローラでのフレーミングをディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

framing {sdh| sonet}

no framing {sdh| sonet}

___________________
構文の説明

同期デジタル階層（SDH）フレーミングを選択します。このフレーミングモー
ドはヨーロッパでよく使用されます。

sdh

SONETフレーミングを選択します。これはデフォルトです。sonet

___________________
コマンドデフォルト SONETコントローラのデフォルトフレーミングは sonetです。

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

sdhキーワードがサポート対象になりました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

サポートされる場合、選択した物理ポートで SONETまたは SDHフレーミングを選択するには、
framingコマンドを使用します。これらの 2つのオプションをサポートしていない物理ポートの
場合、framingコマンドはディセーブルになります。

SONETコントローラで、SONETまたは SDHフレーミングをディセーブルにするには、このコマ
ンドの no形式を使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、SONETコントローラは SDHフレーミング用に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# framing sdh

次の例では、SONETコントローラは SONETフレーミング用に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# framing sonet

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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line delay clear
SONET/SDH回線遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を設定するには、SONETコン
トローラコンフィギュレーションモードで line delay clearコマンドを使用します。コマンドをそ
のデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

line delay clear value

no line delay clear

___________________
構文の説明 SONET/SDH回線遅延トリガーアラームがクリアされるまでのミリ秒数。指定

できる範囲は 1000～ 180000です。デフォルトは 10です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10です。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONET/SDH回線遅延クリアのタイマーが期限切れになると、アラームがクリアされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、SONET/SDH回線遅延トリガーアラームが 4000ミリ秒後にクリアされるように指定する例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller SONET 0/0/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# line delay clear 4000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDH回線遅延トリガーの時間値を設定します。line delay trigger, （996ページ）
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line delay trigger
SONET/SDH回線遅延トリガーの時間値を設定するには、SONETコントローラコンフィギュレー
ションモードで line delay triggerコマンドを使用します。コマンドをそのデフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no形式を使用します。

line delay trigger value

no line delay trigger

___________________
構文の説明 SONET/SDH回線遅延トリガーのミリ秒単位の値。指定できる範囲は 0～

60000です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 0で、遅延がないことを意味します。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONET/SDH回線遅延トリガーのタイマーが期限切れになると、アラームが発生します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、SONET/SDH回線遅延トリガーを 3000ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller SONET 0/0/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# line delay trigger 3000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDH回線遅延トリガーアラームがクリアされるま
での時間を設定します。

line delay clear, （994ページ）
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lockout
手動または強制 APS要求を SONETリンクのローカルエンドで上書きし、トラフィックの受信か
ら保護チャネルをブロックするには、APSグループコンフィギュレーションモードで lockoutコ
マンドを使用します。ロックアウトを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

lockout [0]

no lockout [0]

___________________
構文の説明

（任意）手動または強制APS要求からの保護チャネルのブロックを指定します。
これはデフォルトです。

[0]

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 0です。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ロックアウトスイッチ要求を使用すると、強制、自動（信号障害または信号劣化）、または手動

スイッチ要求を上書きすることができます。ロックアウト要求を上書きできる要求はありませ

ん。ロックアウト要求は最も高いプライオリティを持ちます。

マルチルータ APSトポロジでは、ロックアウト要求が保護ルータでのみ使用できます。

このコマンドは、このコマンドの no形式を使用して設定解除されるまで有効です。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、現用チャネルを使用できない場合に、チャネルが保護ルータにスイッチングされるのをロッ

クアウトまたは回避する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# lockout 0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APS
グループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967ペー
ジ）

手動で APSチャネルを切り替えます。aps group, （964ページ）
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loopback（SONET）
ループバックモードのSONETコントローラを設定するには、SONET/SDHコンフィギュレーショ
ンモードで loopbackコマンドを使用します。 loopback SONETコマンドをコンフィギュレーショ
ンファイルから削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

loopback {internal| line}

no loopback {internal| line}

___________________
構文の説明

すべてのパケットが送信元からループバックされることを指定します。internal

着信ネットワークパケットが SONETネットワークにループバックされる
ことを指定します。

line

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONETおよび同期デジタル階層（SDH）トランスポート層では、2つのループバック動作が診断
目的でサポートされています（内部と回線）。ターミナル（内部）ループバックでは、送信した

信号が受信者側にループバックされます。ファシリティ（回線）ループバックでは、遠端から受

信した信号が回線上でループバックされて送信されます。 2つのループバックモードを同時にア
クティブにすることはできません。通常の動作モードでは、2つのループバックモードはいずれ
もディセーブルになります。
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___________________
例 次の例では、すべてのパケットが SONETコントローラにループバックされます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# loopback internal

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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mode（SONET）
STSパス、AUパス、T3コントローラ、または TUG3コントローラのモードを設定するには、適
切なコントローラコンフィギュレーションモードでmodeコマンドを使用します。モードをディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

STS Controller Configuration Mode

mode {t3| vt15-t1| pos}

no mode {t3| vt15-t1| pos}

AU Controller Configuration Mode

mode {e3| t3| tug 3}

no mode {e3| t3| tug 3}

T3 Controller Configuration Mode

mode {e1| serial| t1}

no mode {e1| serial| t1}

TUG3 Controller Configuration Mode

mode {c12| c12-e1| e3| serial| t3}

no mode {c12| c12-e1| e3| serial| t3}

___________________
構文の説明

ポートのモードを T3を伝送する TUG3または AU3パスとしてのチャネライ
ズドに指定します。

t3

ポートのモードをチャネライズド VT15-T1に指定します。vt15-t1

ポートのモードをチャネライズド PoSに指定します。pos

ポートのモードをチャネライズド TUG3に指定します。tug3

ポートのモードをチャネライズド E1に指定します。e1

ポートのモードをクリアチャネルシリアルに指定します。serial

ポートのモードをチャネライズド T1に指定します。t1

ポートのモードを TU-12を伝送する TUG3パスとしてのチャネライズドに指
定します。

c12
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ポートのモードを c12を E1に伝送する TUG3パスとしてのチャネライズド
に指定します。

c12-e1

ポートのモードを E3を伝送する TUG3または AU3パスとしてのチャネライ
ズドに指定します。

e3

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード STSコントローラコンフィギュレーション

AUコントローラコンフィギュレーション

T3コントローラコンフィギュレーション

TUG3コントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

pos、tug3、e1、c12、c12-e1および e3キーワードがサポート
対象になりました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド SPAでは、チャネライズドコントローラを設定するには、modeコマンドを使用
する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T3コントローラのモードをチャネライズド T1に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/1/0/0/1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mode t1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

ストリームのパス数を設定します。width, （1068ページ）
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overhead（SONET）
特定の標準要件にフレームヘッダーの SONETオーバーヘッドバイトを設定するか、または他の
ベンダーの機器との相互運用性を保証するためにフレームヘッダーの SONETオーバーヘッドバ
イトを設定するには、SONET/SDHコンフィギュレーションモードで overheadコマンドを使用し
ます。コンフィギュレーションファイルから SONETオーバーヘッドバイトの設定を削除してシ
ステムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

overhead {j0| s1s0} byte-value

no overhead {j0| s1s0} byte-value

___________________
構文の説明 SONETセクションオーバーヘッドの J0/C1バイト値を設定します。日本の同期デ

ジタル階層（SDH）の機器との相互運用性の場合は、値0x1を使用します。デフォ
ルトは 0xccです。

j0

SONET回線オーバーヘッドの H1バイトの SSビット値を設定します。

SONET送信機器に S1および S0ビットを指示するには、次の値を使用します。

• SONETモードの場合は、0を使用します（これがデフォルトです）。

• SDHモードの場合は、2を使用します。

範囲は 0～ 3です。デフォルトは 0です。値 1および 3は未定義です。

s1s0

j1または s1s0キーワードを設定する必要があるバイト値。範囲は 0～ 255です。byte-value

___________________
コマンドデフォルト byte-value：0x01（j0）

byte-value：0（sls0）

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定の標準要件にフレームヘッダーの SONETオーバーヘッドバイトを設定するには、overhead
コマンドを使用します。

SONETオーバーヘッドバイト設定をコンフィギュレーションファイルから削除し、デフォルト
の状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

j0キーワードの場合、トレースバイトに使用する値は、使用する機器のタイプによって異なりま
す。 s1s0キーワードの場合、使用する値は、SONETモードまたは SDHモードのいずれを使用し
ているかによって異なります。SONETモードの場合は、値0を使用します（デフォルト）。SDH
モードの場合は、値 2を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、SONET回線オーバーヘッドの H1バイトの SSビット値を SDH用の 2に設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# overhead sls0 2

次に、SONET回線オーバーヘッドのH1バイトの SSビット値を SONET用の 0に設定する例を示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# overhead sls0 0
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overhead（SONET パス）
特定の標準要件にフレームヘッダーの SONETパスオーバーヘッドバイトを設定するか、または
他のベンダーの機器の相互運用性を保証するためにフレームヘッダーの SONETパスオーバー
ヘッドバイトを設定するには、SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードで overheadコ
マンドを使用します。コンフィギュレーションファイルから SONETパスオーバーヘッドバイ
トの設定を削除してシステムをデフォルトの状態に戻すには、このコマンドのno形式を使用しま
す。

overhead {c2 byte-value| expected-trace LINEascii-text| j1 ascii-value}

no overhead {c2 byte-value| expected-trace LINEascii-text| j1 ascii-value}

___________________
構文の説明

同期転送信号（STS）の同期ペイロードエンベロープ（SPE）の内容（C2）のバ
イトを指定します。送信されたc2値は、スクランブル処理されていないペイロー
ドの場合は 0xCFに、スクランブル処理されたペイロードの場合は 0x16に自動的
に設定されます。 c2がユーザ指定の値に設定されると、ユーザ指定の値はスク
ランブリングに関係なく常に適用されます。

byte-value引数を c2キーワードを設定する必要があるバイト値に置き換えます。
範囲は 0～ 255です。デフォルト値は 0です。

c2 byte-value

SONETパストレース（j1）バッファを設定します。

ascii-value引数を SONETパストレースバッファを説明するテキスト文字列に置
き換えます。デフォルトは、64バイトのパストレース ASCIIメッセージです。
このメッセージには、ルータ名（レイヤ 2：PoS）、インターフェイス名、IPア
ドレス（該当する場合）などのデフォルト情報が含まれます。

j1 ascii-value

SONET/SDHパストレースを設定します。トレースモニタリング機能を使用す
ると、ノードがSONET/SDH機能を使用してトレースモニタリングを実行できま
す。

LINEを予測トレースメッセージに置き換えます。

ascii-text引数を SONETパストレースバッファを説明するテキスト文字列に置き
換えます。デフォルトは、64バイトのパストレース ASCIIメッセージです。こ
のメッセージには、ルータ名（レイヤ 2：PoS）、インターフェイス名、IPアド
レス（該当する場合）などのデフォルト情報が含まれます。

LINEは、その他の PTIMと一致する必要がある予測トレースメッセージです。
不一致は報告されます。

expected-trace
LINE ascii-text

___________________
コマンドデフォルト byte-value：0xCF

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1007

Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コントローラコマンド
overhead（SONET パス）



byte-value：0

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONET標準は、SONETパスオーバーヘッドに数バイトまたは数ビット設定するためのユーザア
クセスを許可したり、要求したりします。特定の標準要件にフレームヘッダーの SONETパス
オーバーヘッドバイトを設定するには、overheadコマンドを使用します。 SONETパスオーバー
ヘッドバイト設定をコンフィギュレーションファイルから削除し、システムをデフォルトの状態

に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

c2キーワードを使用して、SONETパスオーバーヘッドで必要な C2バイト値を設定します。

SONETパスオーバーヘッドの j1バイトでユーザ定義のパストレースメッセージを設定するに
は、j1キーワードを使用します。 j1キーワードの場合、デフォルトメッセージを使用するか、ま
たは最大 62文字の独自のメッセージを挿入します。ユーザ定義のメッセージが設定されていな
い場合、ルータ名、コントローラ名、IPアドレス、および SONET回線オーバーヘッドで送受信
された K1および K2バイトの値を含むデフォルトメッセージが自動的に生成されます。

___________________
例 次に、SONETパスフレームヘッダーの STS SPE C2バイトを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# overhead c2 0x13

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETパスでのペイロードスクランブリングをディ
セーブルにします。

scramblingdisable（SONETパス）,（1023ペー
ジ）
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path delay clear
SONET/SDHパス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を設定するには、SONETコン
トローラコンフィギュレーションモードで path delay clearコマンドを使用します。コマンドを
そのデフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

path delay clear value

no path delay clear

___________________
構文の説明 SONET/SDHパス遅延トリガーアラームがクリアされるまでのミリ秒数。指定

できる範囲は 1000～ 180000です。デフォルトは 10秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10秒です。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、SONET/SDHパス遅延トリガーアラームが 7000ミリ秒後にクリアされるように指定する例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller SONET 0/0/0/1
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path delay clear 7000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDHパス遅延トリガーの時間値を設定しま
す。

path delay trigger, （1011ページ）
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path delay trigger
SONET/SDHパス遅延トリガーの時間値を設定するには、SONETコントローラコンフィギュレー
ションモードで path delay triggerコマンドを使用します。コマンドをそのデフォルト設定に戻す
には、このコマンドの no形式を使用します。

path delay trigger value

no path delay trigger

___________________
構文の説明 SONET/SDHパス遅延トリガーのミリ秒単位の値。指定できる範囲は 0～

60000です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 0で、遅延がないことを意味します。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONET/SDHパス遅延トリガーのタイマーが期限切れになると、アラームが宣言されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、SONET/SDHパス遅延トリガーを 6000ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller SONET 0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path delay trigger 6000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONET/SDHパス遅延トリガーアラームがクリアされるま
での時間を設定します。

path delay clear, （1009ページ）
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path（SONET）
SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードを開始するには、SONETコントローラコンフィ
ギュレーションモードで pathコマンドを使用します。

path

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、SONETコントローラコンフィギュレーションモードから SONETパスサブモードを開始

する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETパスが管理上のシャットダウン状態になるたびに送信
された SONET信号での PAISの自動挿入をイネーブルにしま
す。

ais-shut（SONETパス）, （962ペー
ジ）

BERビットインターリーブパリティ（BIP）B3しきい値を
超えた場合の PRDIの送信をイネーブルにします。

b3-ber-prdi, （973ページ）

STSパス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を
設定します。

delay clear, （986ページ）

STSパス遅延トリガーの時間値を設定します。delay trigger, （988ページ）

特定の標準要件にフレームヘッダーの SONETパスオーバー
ヘッドバイトを設定するか、または他のベンダーの機器の相

overhead（SONETパス）, （1007
ページ）

互運用性を保証するためにフレームヘッダーの SONETパス
オーバーヘッドバイトを設定します。

選択した SONETアラームが SONETパスコントローラ用の
コンソールに記録されるかどうかを設定します。

report（SONETパス）, （1018ペー
ジ）

SONETパスでのペイロードスクランブリングをディセーブ
ルにします。

scrambling disable（SONETパス）,
（1023ページ）

SONETパスの指定アラームのビットエラーレート（BER）
しきい値を設定します。

threshold（SONETパス）, （1060
ページ）

送信された SONETパスオーバーヘッドC2バイトの P-UNEQ
コード（0x00）の自動挿入をイネーブルにします。

uneq-shut（SONETパス）, （1064
ページ）
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report（SONET）
選択した SONETアラームが SONETコントローラ用のコンソールに記録されるようにするには、
SONET/SDHコンフィギュレーションモードで reportコマンドを使用します。選択した SONET
アラームのロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

report [b1-tca| b2-tca| lais| lrdi| sd-ber| sf-ber| slof| slos]

no report [b1-tca| b2-tca| lais| lrdi| sd-ber| sf-ber| slof| slos]

___________________
構文の説明

（任意）ビット1（B1）ビットエラーレート（BER）しきい値超過アラー
ト（TCA）エラーを報告します。

b1-tca

（任意）ビット 2（B2）BER TCAエラーを報告します。b2-tca

（任意）ラインのアラーム表示信号（LAIS）エラーを報告します。lais

（任意）回線リモート障害表示エラーを報告します。lrdi

（任意）信号劣化 BERエラーを報告します。sd-ber

（任意）信号障害 BERエラーを報告します。sf-ber

（任意）Section Loss Of Frame（SLOF）エラーを報告します。slof

（任意）Section Loss Of Signal（SLOS）エラーを報告します。slos

___________________
コマンドデフォルト 次のキーワードのアラームは、デフォルトで報告されます。

• b1-tca

• b2-tca

• sf-ber

• slof

• slos

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

アラームの報告は、アラームをコンソールに記録できることを意味しますが、記録されることが

保証されているわけではありません。 SONETアラーム階層ルールによって、アラームグループ
で最も深刻なアラームだけが報告されます。アラームが報告されているかどうかは、マスクア

ラームの現在の状態をチェックします。マスクアラームは、show controllers sonetコマンド出力
の「Masked Alarms」行に表示されるアラーム候補である問題表示です。

B1の場合、ビットインターリーブパリティ（BIP）エラーレポートは、BIP-8コードと次のフ
レームの B1バイトから取得した BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、セクションレ
ベルのビットエラーが発生したことを示します。

B2の場合、BIPエラーレポートは、BIP-8/24コードと次のフレームの B2バイトから取得した
BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、回線レベルのビットエラーが発生したことを示
します。

パス AISは、回線終端装置によって送信され、着信回線信号を検出したことをダウンストリーム
パス終端装置（PTE）に警告します。

Path Loss of Pointer（PLOP）は、無効なポインタ（H1、H2）または新しいデータフラグ対応表示
の過剰な数の結果として報告されます。

SLOFは、着信 SONET信号でエラーフレーミング障害が 3マイクロ秒継続すると検出されます。

SLOSは、着信 SONET信号でオールゼロパターンが確認されると検出されます。この障害は、
受信信号レベルが指定したしきい値を下回った場合にも報告されることがあります。

コントローラで報告されたアラームを特定するには、show controllers sonetコマンドを使用しま
す。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、パスコントローラで回線 AISアラームの報告をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# report lais

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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report（SONET パス）
選択したSONETアラームがSONETパスコントローラ用のコンソールに記録されるかどうかを設
定するには、SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードで reportコマンドを使用します。
選択した SONETアラームのロギングをディセーブルにするか、または再びイネーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

report [b3-tca| pais| plop| pplm| prdi| ptim]

no report [b3-tca| pais| plop| pplm| prdi| ptim]

___________________
構文の説明

（任意）ビット 3（B3）ビットエラーレート（BER）しきい値超過アラー
ト（TCA）エラーを報告します。

b3-tca

（任意）パスアラーム検出信号（PAIS）エラーを報告します。pais

（任意）Path Loss of Pointer（PLOP）エラーを報告します。plop

（任意）パスペイロードミスマッチ（PPLM）障害エラーを報告します。pplm

（任意）パスリモート故障表示（PRDI）エラーを報告します。prdi

（任意）パストレースアイデンティティミスマッチ（PTIM）障害エラーを
報告します。

ptim

___________________
コマンドデフォルト 次のキーワードのアラームが報告されます。

• b3-tca

• plop

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

アラームの報告は、アラームをコンソールに記録できることを意味しますが、記録されることが

保証されているわけではありません。 SONETアラーム階層ルールによって、アラームグループ
で最も深刻なアラームだけが報告されます。アラームが報告されているかどうかは、マスクア

ラームの現在の状態を確認します。マスクアラームはアラーム候補である問題表示で、show
controllers sonetコマンド出力に表示される「Masked Alarms」行で確認できます。

B3の場合、ビットインターリーブパリティ（BIP）エラーレポートは、BIP-8コードと次のフ
レームの B3バイトから取得した BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、パスレベルの
ビットエラーが発生したことを示します。

パス AISは、回線終端装置によって送信され、着信回線信号を検出したことをダウンストリーム
パス終端装置（PTE）に警告します。

パス LOPは、無効なポインタ（H1、H2）または新しいデータフラグ対応表示の過剰な数の結果
として報告されます。

コントローラで報告されたアラームを特定するには、show controllers sonetコマンドを使用しま
す。

すべての reportコマンドがデフォルトのオプションを受け入れます。デフォルトのレポート値は、
SONET標準仕様に基づいて設定され、対応するコマンドのヘルプ文字列で明確に識別されます。

B3 BER TCAエラーとパス LOPエラーの報告は、デフォルトでイネーブルになっています。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、パス PAISアラームの報告がイネーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# report pais
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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revert
現用インターフェイスが使用可能になった後、保護インターフェイスから現用インターフェイス

への自動スイッチオーバーをイネーブルにするには、APSコンフィギュレーションモードでrevert
コマンドを使用します。自動スイッチオーバーをディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

revert minutes

no revert minutes

___________________
構文の説明

現用インターフェイスが使用可能になってから回線が現用インターフェイス

に切り替わるまでの分数。

minutes

___________________
コマンドデフォルト minutes：0

自動スイッチオーバーはディセーブルです。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

リバーティブ APS動作モードを必要に応じてイネーブルまたはディセーブルにするには、revert
コマンドを使用します。ルータのリバーティブ APS動作モードは、接続されている SONET機器
のAPS動作モードと一致させる必要があります。自動スイッチオーバーをディセーブルにする場
合は、このコマンドの no形式を使用します。

リバーティブAPS動作モードは、さまざまなソフトウェアの不具合とアップグレードまたはダウ
ングレードのシナリオでより優れたトラフィックの保護を行うため、推奨される動作モードです。
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minutes引数は、保護への自動（信号障害または信号劣化）切り替えの消去後に、自動保護スイッ
チング（APS）がトラフィックを保護から現用に切り替えることを決定するまでに経過する分数
を示します。値 0（デフォルト値）は、APSリバーティブモードをディセーブルにします。

マルチルータ APSトポロジでは、revertコマンドは、保護ルータでのみ使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、5分経過後に APSが保護チャネルから現用チャネルに戻ることができるようにする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# revert 5

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967ペー
ジ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータス
を表示します。

show aps, （1025ページ）
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scrambling disable（SONET パス）
SONETパスでのペイロードスクランブリングをディセーブルにするには、SONET/SDHパスコ
ンフィギュレーションモードで scrambling disableコマンドを使用します。ペイロードスクラン
ブリングをディセーブルにした後にイネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

scrambling disable

no scrambling disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトはイネーブルです（SONETペイロードスクランブリングはオンになっています）。

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONETペイロードスクランブリングは、十分なビット転送密度を保証するために、自己同期ス
クランブラ（x43+1）をコントローラの同期ペイロードエンベロープ（SPE）に適用します。接
続の両端を SONETパススクランブリングを使用して設定する必要があります。

ハードウェアペイロードスクランブリングのサポートがユーザ設定可能ではないか、またはサ

ポートされていない場合、scrambling disableコマンドが拒否される可能性があります。

___________________
例 次の例では、パスのスクランブリングがディセーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# scrambling disable
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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show aps
設定済みのすべてのSONET自動保護スイッチング（APS）グループの動作ステータスを表示する
には、EXECモードで show apsコマンドを使用します。

show aps

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータスを表示するには、show apsコマンド
を使用します。

SONETAPSの動作データの表示は、APS動作自体よりもプライオリティが低いと見なされます。
情報が関連するさまざまなノードに分散する複数のソースから収集されるため、コマンドの実行

中に一部の状態が変化する小さい可能性があります。

コマンドは、表示された結果に基づいて決定が行われる前に確認のために再発行する必要があり

ます。

___________________
例 次に、show apsコマンドの出力例を示します。

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

APS Group 1:
Protect ch 0 (SONET3_0):Enabled

SONET framing, SONET signalling, bidirectional, revertive (300 sec)
Rx K1:0x21 (Reverse Request - Working)

K2:0x15 (bridging Working, 1+1, bidirectional)
Tx K1:0x81 (Manual Switch - Working)
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K2:0x15 (bridging Working, 1+1, bidirectional)
Working ch 1 (SONET2_0):Disabled
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
APS Group 3:
PGP:protocol version: native 2 adopted 2
PGP:Authentication "cisco", hello timeout 1 sec, hold timeout 3 sec

Protect ch 0 (SONET3_1):Disabled
SONET framing, SONET signalling, bidirectional, non-revertive
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x05 (bridging Null, 1+1, bidirectional)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x05 (bridging Null, 1+1, bidirectional)
Working ch 1 (192.168.1.1):Enabled

APS Group 49:
Protect ch 0 (SONET0_2_0_0):Disabled
SONET framing, SONET signalling, unidirectional, non-revertive
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x04 (bridging Null, 1+1, unidirectional)
Working ch 1 (SONET0_2_0_1):Enabled
SONET framing, unidirectional
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
APS Group 6:
PGP:protocol version: native 2 adopted 2
PGP:Authentication "cisco", hello timeout 1 sec, hold timeout 3 sec
Protect ch 0 (192.168.3.2 - auto):Disabled
Working ch 1 (SONET6_0):Enabled
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x00 (bridging Null, 1+1, non-aps)

表 57：show aps のフィールドの説明

説明フィールド

APSグループに割り当てられた番号。範囲は 1
～ 255です。

APS Group

保護チャネルインターフェイスの番号およびア

ドレス。

Protect ch

現用チャネルインターフェイスの番号およびア

ドレス。

Working ch

___________________
関連コマンド 説明コマンド

APSのWP分散通信サブシステムのステータスを表示
します。

show aps agents, （1027ページ）

APSグループに関する情報を表示します。show aps group, （1029ページ）
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show aps agents
自動保護スイッチング（APS）の現用から保護（WP）分散通信サブシステムのステータスを表示
するには、EXECモードで show aps agentsコマンドを実行します。

show aps agents

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

APSのWP分散通信サブシステムのステータスを表示するには、show aps agentsコマンドを使用
します。

WP通信は APSが機能するために重要です。 show aps agentsコマンドは、予期しない APS動作
または異常な APS動作のデバッグ支援としてよく使用されます。

APSの動作データの表示は、APS動作自体よりもプライオリティが低いと見なされます。情報が
関連するさまざまなノードに分散する複数のソースから収集されるため、コマンドの実行中に一

部の状態が変化する小さい可能性があります。

コマンドは、表示された結果に基づいて決定が行われる前に確認のために再発行する必要があり

ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsonet-sdh
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___________________
例 次に、show aps agentsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show aps agents

SONET APS Manager working-Protect (WP) connections:
Remote peer (192.168.3.2 - auto) is up:
Group 6 [P.Ch0] 192.168.3.2 === Manager --- SONET6_0 (node6) --- [W.Ch1]

Remote peer (10.1.1.1) is up:
Group 3 [W.Ch1] 192.168.1.1 === Manager --- SONET3_1 (node3) --- [P.Ch0]

Local agent (node2) is up:
Group 1 [W.Ch1] --- SONET2_0 --- SONET3_0 (node3) --- [P.Ch0]

Local agent (node3) is up:
Group 1 [P.Ch0] --- SONET3_0 --- SONET2_0 (node2) --- [W.Ch1]
Group 3 [P.Ch0] --- SONET3_1 --- Manager === 192.168.1.1 [W.Ch1]
Group 5 [P.Ch0] --- SONET3_2 --- SONET3_3 (node3) --- [W.Ch1]
Group 5 [W.Ch1] --- SONET3_3 --- SONET3_2 (node3) --- [P.Ch0]

Local agent (node6) is up:
Group 6 [W.Ch1] --- SONET6_0 --- Manager === 192.168.3.2 [P.Ch0]

表 58：show aps agents のフィールドの説明

説明フィールド

APSグループの現用ルータのリモート Protect
Group Protocol（PGP）ピアの IPアドレス。 IP
アドレス0.0.0.0は、まだ通信しておらず、現用
ルータでのみ表示される動的に検出されたPGP
ピアを示します。（保護のルータは現用ルータ

と通信します）。

Remote peer

(node2)など、ローカルエージェントのノード
名。

Local agent

SONET APSグループのインターフェイスの場
所または IPアドレス。

内部WP通信チャネルセグメントは、セグメン
トが動作可能な場合は「---」、接続が切断され
ている場合は「-/-」で表されます。

PGPセグメントは、動作可能な場合は「===」、
切断されている場合は「==」で表されます。

Group

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータ
スを表示します。

show aps, （1025ページ）
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show aps group
自動保護スイッチング（APS）グループに関する情報を表示するには、EXECモードで show aps
groupコマンドを使用します。

show aps group [ number ]

___________________
構文の説明

（任意）割り当てられたグループ番号。number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show aps groupコマンドは複数APSグループに関する情報を表示し、複数のAPSグループが設定
されている場合に役立ちます。

APSの動作データの表示は、APS動作自体よりもプライオリティが低いと見なされます。情報が
関連するさまざまなノードに分散する複数のソースから収集されるため、コマンドの実行中に一

部の状態が変化する小さい可能性があります。

コマンドは、表示された結果に基づいて決定が行われる前に確認のために再発行する必要があり

ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsonet-sdh
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___________________
例 次に、show aps groupコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show aps group 3

APS Group 3:
PGP:Authentication "cisco", hello timeout 1 sec, hold timeout 3 sec
Protect ch 0 (SONET3_1):Admin Down, Disabled
SONET framing, SONET signalling, bidirectional, non-revertive
Rx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x05 (bridging Null, 1+1, bidirectional)
Tx K1:0x00 (No Request - Null)

K2:0x05 (bridging Null, 1+1, bidirectional)
Working ch 1 (192.168.1.1):Admin Down, Enabled

表 59：show aps group のフィールドの説明

説明フィールド

表示されるAPSグループに割り当てられている
グループ番号。グループ内の各チャネルについ

て、次の情報が表示されます。

•認証文字列

• Helloタイマー値

•保持タイマー値

•チャネルのロール（現用または保護）

•チャネル番号

•割り当てられている物理ポートの名前

•チャネルステータス（Enabled、Disabled、
AdminDown、Signal Fail、SignalDegraded、
または Not Contacted）

•次のようなグループ関連の情報（保護チャ
ネルの場合のみ）：

◦ SONETポートのフレーミング

◦キロバイトシグナリングプロトコル

◦単方向または双方向 APSモード

◦ APS復元時間（秒）（リバーティブ
動作モードに限る）

APS Group

エラーシグナリングバイトと APSデコード情
報を受信します。

Rx

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1030 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コントローラコマンド
show aps group



説明フィールド

エラーシグナリングバイトと APSデコード情
報を送信します。

Tx

対応する Protect Group Protocol（PGP）ピアの
IPアドレス。

Working ch

ルータにローカルのチャネルについて表示される情報は、単一ルータのAPSグループに表示され
たチャネル情報と同じです。

___________________
関連コマンド 説明コマンド

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータ
スを表示します。

show aps, （1025ページ）

APSのWP分散通信サブシステムのステータスを表示しま
す。

show aps agents, （1027ページ）
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show controllers pos
Packet-over-SONET/SDH（PoS）コントローラの情報を表示するには、EXECモードで showcontrollers
posコマンドを使用します。

show controllers pos interface-path-id [all| framer {internal| register| statistics}| internal] [begin line|
exclude line| file filename| include line]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）すべての PoSインターフェイスコントローラの情報を表示しま
す。

all

（任意）すべての PoSフレーマの情報を表示します。framer

（任意）すべての PoSの内部情報を表示します。internal

（任意）PoSフレーマレジスタを表示します。register

（任意）PoSフレーマの累積カウンタを表示します。statistics

（任意）line引数に指定された正規表現を含む行から情報を表示します。begin line

（任意）line引数に一致する正規表現を含むすべての行以外の情報を表
示します。

exclude line

（任意）指定ファイルに設定を保存します。認識される標準ファイル名

の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用してくださ
い。

file filename

（任意）line引数に指定された正規表現を含む行だけを表示します。include line

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

ここで表示される情報は、通常、テクニカルサポートのスタッフが診断タスクを行う際にのみ役

立ちます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、show controllers posコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers POS 0/3/0/2

Port Number : 2
Interface : POS0/3/0/2
Ifhandle : 0x1380120
CRC : 32
MTU : 4474
Port Bandwidth Kbps : 2488320
Admin state : Up
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Driver Link state : Up

Bundle member : No
Bundle MTU : 4474
Bundle Adminstate : Up

次に、show controllers pos allコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers POS 0/3/0/2 all

Port Number : 2
Interface : POS0/3/0/2
Ifhandle : 0x1380120
CRC : 32
MTU : 4474
Port Bandwidth Kbps : 2488320
Admin state : Up
Driver Link state : Up

Bundle member : No
Bundle MTU : 4474
Bundle Adminstate : Up

POS Driver Internal Cooked Stats Values for port 2
===================================================
Rx Statistics Tx Statistics
------------- -------------
Total Bytes: 1200 Total Bytes: 0
Good Bytes: 1200 Good Bytes: 0
Good Packets: 25 Good Packets: 0
Aborts: 0 Aborts: 0
FCS Errors: 0 Min-len errors: 0
Runts: 0 Max-len errors: 0
FIFO Overflows: 0 FIFO Underruns: 0
Giants: 0
Drops: 0

Sky4402 asic #2 registers:

0x000 general_cntrl 0x00
0x002 sys_intf_cntrl_1 0x06
0x003 sys_intf_cntrl_2 0x00
0x004 JTAG3 0x10
0x005 JTAG2 0x10
0x006 JTAG1 0x10
0x007 JTAG0 0x2f
0x010 active_led 0x01
0x011 gpio_port_mode 0x01
0x012 gpio_port_fault 0x00
0x013 gpio_port_data 0x58
0x015 gpio_port_cntrl 0x3f
0x017 gpio_port_transition 0x00
0x019 gpio_port_intr_mask 0xff
0x01b gpio_port_intr 0x3f
0x01c master_intr_status 0x00
0x01d master_mask 0x00
0x020 interrupt_4 0x04
0x021 interrupt_3 0x00
0x022 interrupt_2 0x00
0x023 interrupt_1 0x00
0x024 status_4 0x04
0x025 status_3 0x00
0x026 status_2 0x0c
0x027 status_1 0x80
0x028 mask_4 0x07
0x029 mask_3 0x03
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0x02a mask_2 0x1c
0x02b mask_1 0x8f
0x02d link_state_cntrl 0x80
0x041 diag 0x00
0x042 stcks 0x03
0x043 short_frame_cntrl 0x00
0x0c0 ror_ram_c2 0x16
0x0c1 ror_ram_g1 0x00
0x0c2 ror_ram_f2 0x00
0x0c3 ror_ram_h4 0x00
0x0c4 ror_ram_z3 0x00
0x0c5 ror_ram_z4 0x00
0x0c6 ror_ram_z5 0x00
0x0c7 ror_ram_db_c2 0x16
0x0c8 ror_ram_db_g1 0x00
0x142 tor_ram_c2 0x16
0x143 tor_ram_g1 0x00
0x144 tor_ram_f2 0x00
0x145 tor_ram_h4 0x00
0x146 tor_ram_z3 0x00
0x147 tor_ram_z4 0x00
0x148 tor_ram_z5 0x00
0x170 tor_ram_s1 0x00
0x171 tor_ram_e2 0x00
0x172 tor_ram_e1 0x00
0x173 tor_ram_f1 0x00
0x174 tor_ram_k1 0x00
0x175 tor_ram_k2 0x00
0x177 tor_ram_z2 0x00
0x180 rsp_cntrl_1 0x00
0x181 rsp_cntrl_2 0x02
0x184 rtop_f1_ovrhd 0x00
0x185 rtop_k1_ovrhd 0x00
0x186 rtop_k2_ovrhd 0x00
0x187 rtop_s1_ovrhd 0x00
0x188 rtop_e1_ovrhd 0x00
0x189 rtop_e2_ovrhd 0x00
0x18a rtop_deb_s1_ovrhd 0x00
0x18c rtop_b1_mismatch_cnt_u 0x00
0x18d rtop_b1_mismatch_cnt_l 0x00
0x190 rtop_b2_mismatch_cnt_u 0x00
0x191 rtop_b2_mismatch_cnt_l 0x00
0x194 rtop_rei_l_cnt_u 0x00
0x195 rtop_rei_l_cnt_l 0x00
0x198 rtop_ber_thresh_u 0x00
0x199 rtop_ber_thresh_l 0x00
0x19a rtop_ber_leak_u 0x00
0x19b rtop_ber_leak_l 0x00
0x19c rtop_ber_delay_u 0x00
0x19d rtop_ber_delay_l 0x00
0x1c0 rpop_signal_lbl_c2 0x16
0x1c2 rpop_valid_ptr_u 0x02
0x1c3 rpop_valid_ptr_l 0x0a
0x1c4 rpop_b3_mismatch_cnt_u 0x00
0x1c5 rpop_b3_mismatch_cnt_l 0x00
0x1c8 rpop_rei_p_cnt_u 0x00
0x1c9 rpop_rei_p_cnt_l 0x00
0x1cc rpop_ber_thresh_u 0x00
0x1cd rpop_ber_thresh_l 0x00
0x1ce rpop_ber_leak_u 0x00
0x1cf rpop_ber_leak_l 0x00
0x1d0 rpop_ber_delay_u 0x00
0x1d1 rpop_ber_delay_l 0x00
0x200 rpp_cntrl_1 0x11
0x201 rpp_cntrl_2 0x03
0x202 rpp_cntrl_3 0x3e
0x203 rpp_cntrl_4 0x00
0x204 rpp_cntrl_5 0x00
0x208 rpp_max_pkt_len_u 0x08
0x209 rpp_max_pkt_len_l 0xbd
0x20a rpp_min_pkt_len 0x04
0x244 tpp_inter_pkt_u 0x00
0x245 tpp_inter_pkt_l 0x00
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0x246 tpp_idle_cell_hdr 0x00
0x247 tpp_idle_cell_filldata 0x00
0x248 tpp_cntrl 0x04
0x280 tpog_cntrl 0x20
0x2c0 ttog_cntrl 0x00
0x2c2 ttog_ovrhd_src_1 0x00
0x2c3 ttog_ovrhd_src_2 0x00
0x2c9 ttog_ovrhd_fill 0x00

表 60：show controllers pos のフィールドの説明

説明フィールド

受信 ASIC1レジスタログのコンテンツを表示
するヘッダー。

Cisco POS ASIC Register Dump (Receive)

ASICモードフラグの16進数表記のアドレス。asic mode

エラーソースフラグの 16進数表記のアドレ
ス。

error source

エラーマスクフラグの 16進数表記のアドレ
ス。

error mask

エラー詳細1フラグの16進数表記のアドレス。error detail 1

エラー詳細2フラグの16進数表記のアドレス。error detail 2

受信オフセットの 16進数表記のアドレス。rx offset

チャネルモードフラグの 16進数表記の場所。Channel Modes

ポート 0（最初のポート）の統計情報表示。Port 0:

ポート 1（2番目のポート）の統計情報表示。Port 1:

ポート 2（3番目のポート）の統計情報表示。Port 2:

ポート 3（4番目のポート）の統計情報表示。Port 3:

指定したポートのラントに設定されたパケット

の制限。

Runt Threshold

指定したポートに対して設定された送信遅延。Tx Delay

送信ASICレジスタログのコンテンツを表示す
るヘッダー。

Cisco POS ASIC Register Dump (Transmit)
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説明フィールド

指定した PoSポート（PoSポート 0）に関連す
る統計情報。

POS Driver Internal Cooked Stats Values for port 0

指定された PoSポートの受信統計情報。Rx Statistics

データとMACのカプセル化を含む、システム
で受信された総バイト数。

Total Bytes

エラーなしで受信されたバイト数。Good Bytes

エラーなしで受信されたパケット数。Good Packets

中断された受信バイト数Aborts

受信された FCS2エラーの数。FCS Errors

メディアの最小パケットサイズに満たないため

に廃棄された受信パケット数。

Runts

FIFOスタック制限を超えた受信パケットの数。FIFO Overflows

メディアの最大パケットサイズを超過したため

に廃棄された受信パケット数。

Giants

システムからドロップされた受信パケット数。Drops

指定された PoSポートの送信統計情報。Tx Statistics

データとMACのカプセル化を含む、システム
で送信された総バイト数。

Total Bytes

エラーなしで送信されたバイト数。Good Bytes

エラーなしで送信されたパケット数。Good Packets

中断された送信バイト数Aborts

最小キュー長違反。Min-len errors

最大キュー長違反。Max-len errors
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説明フィールド

バッファに最初に入ったデータの最初のバイト

が CPUによって取得される最初のバイトとな
るバッファリングスキームであるファーストイ

ンファーストアウト。 FIFOアンダーランは、
ルータの処理能力を超えた速度でトランスミッ

タが動作した回数を報告します。

FIFO Underruns

1 2

1 1. Application Specific Integrated Circuit（特定用途向け IC）
2 2. Frame Check Sequence（フレームチェックシーケンス）
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show controllers sonet
SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示するには、EXECモードで、show controllers
sonetコマンドを使用します。

show controllers sonet interface-path-id {all| framers| internal-state}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

すべての情報を表示します。all

フレーマの情報を表示します。framers

内部 SONET状態を表示します。internal-state

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。
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rack：ラックのシャーシ番号。◦

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

特定の SONETポートの SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示するには、show
controllers sonetコマンドを使用します。

管理機能 PIEがインストールされていない場合は、show controllers sonetコマンドを使用して、
履歴データなしで現在の 15分のみのカウンタを表示できます。ただし、SONETMIBが引き続き
使用可能ですが、データの現在のバケットに限定されます。履歴データは、管理機能 PIEがロー
ドされた場合にのみ使用可能です。 show controllers sonetコマンドはいつでも使用して、現在の
データを表示でき、履歴データは履歴バケットのラインカードに保存されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、show controllers sonetコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers sonet 0/1/2/1

Port SONET0/1/2/1:

Status: Up

Loopback: None

SECTION
LOF = 0 LOS = 0 BIP(B1) = 0

LINE
AIS = 0 RDI = 1 FEBE = 0 BIP(B2) = 0

PATH
AIS = 0 RDI = 0 FEBE = 0 BIP(B3) = 0
LOP = 0 NEWPTR = 0 PSE = 0 NSE = 0
PLM = 0 TIM = 0

Line delays trigger: 0 ms clear: 10000 ms
Path delays trigger: 0 ms clear: 10000 ms
Last clearing of "show controllers SONET" counters never

Detected Alarms: None
Asserted Alarms: None
Mask for Detected->Asserted: None
Detected Alerts: None
Reported Alerts: None
Mask for Detected->Reported: None
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Alarm reporting enabled for: SLOS SLOF SF_BER PLOP
Alert reporting enabled for: B1-TCA B2-TCA B3-TCA

Framing: SONET
SPE Scrambling: Enabled
C2 State: Stable C2_rx = 0x16 (22) C2_tx = 0x16 (22) / Scrambling Derived
S1S0(tx): 0x0 S1S0(rx): 0x0 / Framing Derived

PATH TRACE BUFFER : STABLE
Remote hostname : P1_CRS-8
Remote interface: POS0/1/4/0
Remote IP addr : 0.0.0.0

APS
No APS Group Configured
Protect Channel 0 DISABLED
Rx(K1/K2) : 0x00/0x00
Tx(K1/K2) : 0x00/0x00
Remote Rx(K1/K2): 01/0 Remote Tx(K1/K2): 01/0

BER thresholds: SF = 10e-3 SD = 10e-6
TCA thresholds: B1 = 10e-6 B2 = 10e-6 B3 = 10e-6

Optics type: OC48 SR/STM16 I-16
Clock source: internal (actual) internal (configured)
Rx S1: 0xf Tx S1: 0x50

Optical Power Monitoring (accuracy: +/- 1dB)
Rx power = 0.3162 mW, -5.0 dBm
Tx power = 0.2883 mW, -5.4 dBm
Tx laser current bias = 17.2 mA

表 61：show controllers sonet のフィールドの説明

説明フィールド

PoSインターフェイスのスロット番号。Port

指定したポートに関連付けられたリンクがアッ

プまたはダウンのいずれかを表示します。

Status

ループバック識別子（該当する場合）。Loopback

Section Loss Of Frameは、着信 SONET信号で重
大エラーフレーミング（SEF）障害が 3ミリ秒
継続すると検出されます。

LOF

Section Loss Of Signalは、着信 SONET信号で
オールゼロパターンが 19（+-3）ミリ秒以上継
続すると検出されます。この障害は、受信信号

レベルが指定したしきい値を下回った場合にも

報告されることがあります。

LOS
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説明フィールド

報告されたビットインターリーブパリティエ

ラー。

• B1の場合、ビットインターリーブパリ
ティエラーレポートは、BIP-8コードと次
のフレームのB1バイトから取得したBIP-8
コードを比較して算出されます。違いは、

セクションレベルのビットエラーが発生

したことを示します。

• B2の場合、ビットインターリーブパリ
ティエラーレポートは、BIP-8/24コード
と次のフレームの B2バイトから取得した
BIP-8コードを比較して算出されます。違
いは、回線レベルのビットエラーが発生

したことを示します。

• B3の場合、ビットインターリーブパリ
ティエラーレポートは、BIP-8コードと次
のフレームのB3バイトから取得したBIP-8
コードを比較して算出されます。違いは、

パスレベルのビットエラーが発生したこ

とを示します。

BIP

アラーム表示信号。

•ラインのアラーム表示信号が STE1によっ
て送信され、LOSまたは LOFの障害が着
信 SONETセクションで検出されたことを
ダウンストリーム LTE2に警告します。

•パスアラーム検出信号は、LTEによって
送信され、着信回線信号を検出したことを

ダウンストリーム PTE3に警告します。

AIS

リモート故障表示。

•回線リモート障害表示が、ダウンストリー
ム LTEで LOF4、LOS5、またはAIS6が検
出されると報告されます。

•パスリモート故障表示は、ダウンストリー
ム PTEで着信信号の障害が検出されると
報告されます。

RDI
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説明フィールド

遠端ブロックエラー。

•回線遠端ブロックエラー（M0またはM1
バイトから収集）は、ダウンストリーム

LTEが BIP7（B2）エラーを検出した場合
に報告されます。

•パス遠端ブロックエラー（G1バイトから
収集）は、ダウンストリーム PTEが BIP
（B3）エラーを検出した場合に報告され
ます。

FEBE

Path Loss of Pointerは、無効なポインタ（H1、
H2）またはNDF8対応表示の過剰な数の結果と
して報告されます。

LOP

SONETフレーマが新しい SONETポインタ値
（H1、H2）を検証した回数の不正確なカウン
ト。

NEWPTR

SONETフレーマが受信したポインタ（H1、H2）
でポジティブなスタッフイベントを検出した回

数の不正確なカウント。

PSE

SONETフレーマが受信したポインタ（H1、H2）
でネガティブなスタッフイベントを検出した回

数の不正確なカウント。

Named Signal Event（NSE）

ペイロードラベルの不一致。プロビジョニン

グされた機能とは異なるペイロード固有機能が

報告されます。 02から E0E0、FDから FEなど
があります。

PLM

トレース識別名の不一致。基本的にプロビジョ

ニングのエラーの結果として発生する報告され

るTIM障害。ネットワークでの不正なクロス接
続などがあります。

TIM

回線トリガーがミリ秒単位で遅延またはクリア

されました。

Line delays trigger

パストリガーがミリ秒単位で遅延またはクリア

されました。

Path delays trigger
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説明フィールド

show controllers sonetコマンドに関連付けられ
ているカウンタが最後にクリアされた時期。

Last clearing of "show controllers SONET" counters

コントローラによって検出されたしたアラーム

は、ここに表示されます。アラームは次のとお

りです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

Detected/Asserted Alarms

アサートアラームのマスクアラーム。たとえ

ば、SLOSがアサートされると、すべての低レ
ベルアラームはマスキングされ、出力のこのセ

クションに一覧表示されます。

Mask for Detected -> Asserted

検出されたアラートのリスト。Detected Alerts

アプリケーションレイヤに送信された、報告さ

れたアラートのリスト（B1-TCA B2-TCA
B3-TCAなど）。

Reported Alerts

報告されるアサートアラームのマスクアラー

トのリスト。

Mask for Detected -> Reported

アラームメッセージを生成するアラームのタイ

プ。

Alarm reporting enabled for

アラートメッセージを生成するアラームのタイ

プ。

Alert reporting enabled for

コントローラ上でイネーブルなフレーミングの

タイプ。

Framing

同期ペイロードエンベロープ（SPE）スクラン
ブリングのステータス：Enabled、Disabled。

SPE Scrambling
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説明フィールド

SONETパス信号ラベルバイト（C2）から取得
した値。

C2 State

最後の H1バイトで受信した 2 Sビット。S1S0(tx)

SONETパストレースバッファが、リモートホ
スト名、インターフェイス名/番号、および IP
アドレスに関する情報を通知するために使用さ

れます。この J1（パストレース）バイトの使
用はシスコに固有です。

PATH TRACE BUFFER

リモートホストの名前。Remote hostname

リモートホストのインターフェイス。Remote interface

リモートホストの IPアドレス。Remote IP addr

APS機能の設定ステータスAPS

APSグループが設定されているかどうかを示し
ます。

APS Group

チャネル 0が保護されているかどうかを示しま
す。

Protect Channel 0

APS設定のローカルエンドで送受信された K1
および K2バイトの内容。

Rx(K1/K2)/Tx(K1/K2)

APS設定のリモートエンドで送受信された K1
および K2バイトの内容。

Remote Rx(K1/K2)/Tx(K1/K2)

threshold（SONET）コマンドを使用して設定し
たビットエラーレート（BER）しきい値のリ
スト。

BER thresholds

threshold（SONET）コマンドを使用して設定し
たしきい値超過アラーム（TCA）のリスト。

TCA thresholds

関連付けられたポートで使用される Small
Form-Factor Pluggable（SFP）のタイプ。

Optics type

測定されたレーザーバイアス電流（ミリアンペ

ア（mA））。有効な範囲は0～131mAです。
Tx laser current bias
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説明フィールド

実際のクロックソースと設定されたクロック

ソース。

Clock source

SONETコントローラの電源ステータス。Optical Power Monitoring

送信方向の電流情報（ミリアンペア（mA））。Tx laser current bias

3 4 5 6 7 8 9 10 11

次に、framersオプションを使用した show controllers sonetコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers sonet 0/1/2/1 framers

Common Regs
reg[0] Master Reset and Identity 0x01
reg[1] Master Cfg 0000
reg[3] Master Clock Monitors 0x37
reg[100] Master Intr Status 1 0000
reg[101] Master Intr Status Ch 0-7 0000
reg[102] Master Intr Status Ch 8-15 0000
reg[1000] Master Clock Source Cfg 0000
reg[1001] Master DCC Interface Cfg 1 0x0f
reg[1002] Master DCC Interface Cfg 2 0000
reg[1004] APS Cfg and Status 0000
reg[1005] APS FIFO Cfg and Status 0x0f
reg[1006] APS Intr Status 1 0000
reg[1007] APS Intr Status 2 0000
reg[1008] APS Reset Ctrl 0000
reg[1010] TUL3 Interface Cfg 0x80
reg[1011] TUL3 Intr Status/Enable 1 0000
reg[1012] TUL3 Intr Status/Enable 2 0000
reg[1013] TUL3 ATM Level 3 FIFO Cfg 0x03
reg[1014] TUL3 ATM Level 3 Signal Label 0x01
reg[1015] TUL3 POS Level 3 FIFO Low Water Mark 0x15
reg[1016] TUL3 POS Level 3 FIFO High Water Mark 0x17
reg[1017] TUL3 POS Level 3 Signal Label 0000
reg[1018] TUL3 burst 0x0f
--More--

次に、internal-stateキーワードを使用した show controllers sonetコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers sonet 0/1/2/1 internal-state

Interface(layer) admin_up if_state
--------------------- -------- --------

SONET0/1/2/1 up up
(SONET Section) up up

3 1.セクション終端装置
4 2.回線終端装置
5 3.パス終端装置
6 4.フレーム損失
7 5.同期ずれ
8 6.アラーム表示信号
9 7.ビットインターリーブパリティ
10 8.新しいデータフラグ
11
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(SONET Line) up up
(SONET Path) up up
SonetPath0/1/2/1 up up
POS0/1/2/1 up up

表 62：show controllers sonet のフィールドの説明

説明フィールド

PoSインターフェイスのスロット番号。Interface (layer)

インターフェイスおよび関連レイヤが管理アッ

プ状態かどうか。

admin_up

インターフェイスおよび関連レイヤがアップ状

態かダウン状態か。

if_state
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show sonet-local trace frr
すべてのノードまたは特定のノードの高速再ルーティング（FRR）に関連したアラームを表示す
るには、EXECモードで show sonet-local trace frrコマンドを使用します。

show sonet-local trace frr location node-id

___________________
構文の説明

ノードのフルパスの場所。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

location node-id

___________________
コマンドデフォルト ルータのすべてのノードの FRRアラームを表示します。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcisco-support

___________________
例 次に、特定のノードの FRRアラームを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show sonet-local trace frr location 0/1/0/0
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次に、ルータのすべてのノードの FRRアラームを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show sonet-local trace frr

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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shutdown（SONET）
SONETコントローラ処理をディセーブルにするには、SONET/SDHコンフィギュレーションモー
ドで shutdownコマンドを使用します。 SONETコントローラを再度起動し、SONETコントロー
ラ処理をイネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

shutdown

no shutdown

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト SONETコントローラは起動しており、SONETコントローラ処理がイネーブルになります。

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONETコントローラをシャットダウンし、SONETコントローラ処理をディセーブルにするには、
shutdownコマンドを使用します。SONETコントローラを再度起動し、SONETコントローラ処理
をイネーブルにするには、no shutdownコマンドを使用します。

SONETコントローラはレイヤ 2インターフェイスが正常に動作するために起動する必要がありま
す。レイヤ2インターフェイスには、別の shutdownコマンドを使用できます。このコマンドは、
SONETコントローラの管理状態では機能しません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、SONETコントローラをシャットダウンし、SONETコントローラ処理をディセーブルにす

る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# shutdown

___________________
関連コマンド 説明コマンド

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示
します。

show controllers sonet, （1039ページ）
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signalling
自動保護スイッチング（APS）で使用されるK1K2オーバーヘッドバイトシグナリングプロトコ
ルを設定するには、APSグループコンフィギュレーションモードで signallingコマンドを使用し
ます。 APSシグナリングをデフォルトにリセットするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

signalling {sonet| sdh}

no signalling {sonet| sdh}

___________________
構文の説明

シグナリングを SONETに設定します。sonet

シグナリングを同期デジタル階層（SDH）に設定します。sdh

___________________
コマンドデフォルト SONETシグナリングはデフォルトで設定されます。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

sdhキーワードがサポート対象になりました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

デフォルトでは、APSは、フレーミングモードに一致するシグナリングモードを使用します。
signallingコマンドは、送信装置の機能に応じて、SONETおよび SDHネットワークを相互接続す
る「遷移」リンクでのみ必要とされる可能性があります。

マルチルータ APSトポロジでは、signallingコマンドは、保護ルータでのみ使用できます。
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___________________
例 次に、シグナリングプロトコルをデフォルトの SONET値から SDHにリセットする例を示しま

す。

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

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# signalling sdh

次に、シグナリングを SONETに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# signalling sonet

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APS
グループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967ペー
ジ）

APSグループに関する情報を表示します。show aps group, （1029ページ）
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sts
同期転送信号（STS）パスを指定し、STSコントローラコンフィギュレーションモードを開始す
るには、SONETコントローラコンフィギュレーションモードで stsコマンドを使用します。

sts number

___________________
構文の説明 STSパス番号。範囲はラインカードのタイプによって異なります。number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、STS 1を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# sts 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-stsPath)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理ユニット（AU）グループ番号を指定し、AUコントローラコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

au, （969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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1055

Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コントローラコマンド
sts



timers（APS）
helloパケットと保護インターフェイスプロセスが現用インターフェイスルータがダウンしてい
ると宣言するまでの時間の間の時間を変更するには、APSグループコンフィギュレーションモー
ドで timersコマンドを使用します。デフォルトのタイマーに戻すには、このコマンドの no形式
を使用します。

timers hello-seconds hold-seconds

no timers

___________________
構文の説明 helloパケット（helloタイマー）を送信するまで待機する秒数。範囲は 1

～ 255秒です。デフォルトは 1秒です。
hello-seconds

インターフェイスがダウンを宣言される前に helloパケットからの応答の
受信を待機する秒数（ホールドタイマー）。範囲は 1～ 255秒です。デ
フォルト値は 3秒です。

hold-seconds

___________________
コマンドデフォルト hello-seconds：1

hold-seconds：3

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

helloパケットと保護インターフェイスプロセスが現用インターフェイスルータがダウンしてい
ると宣言するまでの時間の間の時間を変更するには、timersコマンドを使用します。

helloタイム（秒）は、Protect Group Protocol（PGP）ピア間の定期的なメッセージ交換の間隔を表
します。ホールドタイム（秒数）は、最初に失敗した定期的なメッセージから開始される間隔を
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表します。その後、正常な交換が行われなかった場合、PGPリンクはデッドであると宣言されま
す。

多くのマルチルータ APSグループが設定され、CPU負荷または PGP通信に関連付けられたユー
ザデータグラムプロトコル（UDP）トラフィックが多すぎると考えられている場合、hello間隔
は増加します。

PGPリンクがフラッピングすると、ホールドタイムの延長が提案されます。考えられる原因は、
現用ルータと保護ルータの間のルートプロセッサ（RP）CPU負荷が高い、高トラフィック、また
は高エラー率などです。

ホールドタイムを helloタイムよりも 3倍以上長くすることを推奨します（定期的なメッセージ
交換が 3回以上失敗できるようにします）。

timersコマンドは、通常、保護ルータだけで使用されます。 PGP接続が確立すると、現用ルータ
は、保護のルータからタイマー設定を学習し、独自のタイマー設定に関係なく、自動的に調整し

ます。

timersコマンドは、マルチルータ自動保護スイッチング（APS）トポロジでだけ重要で、それ以
外では無視されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、helloタイマーが 2秒で、ホールドタイマーが 6秒の APSグループ 3を設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# timers 2 6

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APS
グループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967ペー
ジ）

APSグループに関する情報を表示します。show aps group, （1029ページ）
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threshold（SONET）
SONETコントローラの指定アラームのビットエラーレート（BER）しきい値を設定するには、
SONET/SDHコンフィギュレーションモードで thresholdコマンドを使用します。コンフィギュ
レーションファイルからしきい値の設定を削除してシステムをデフォルトの状態に戻すには、こ

のコマンドの no形式を使用します。

threshold {b1-tca| b2-tca| sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

no threshold {b1-tca| b2-tca| sd-ber| sf-ber} bit-error-rate

___________________
構文の説明 B1 BERしきい値超過アラーム（TCA）を設定します。範囲は 3～ 9で

す。デフォルトは 10e-6です。
b1-tca

B2 BERしきい値超過アラーム（TCA）を設定します。範囲は 3～ 9で
す。デフォルトは 10e-6です。

b2-tca

信号劣化 BERしきい値を設定します。範囲は 3～ 9です。デフォルトは
10e-6です。

sd-ber

信号障害 BERしきい値を設定します。範囲は 3～ 9です。デフォルトは
10e-3です。

sf-ber

3～ 9の BER（マイナス xには 10）。bit-error-rate

___________________
コマンドデフォルト b1-tca：10e-6

b2-tca：10e-6

sd-ber：10e-6

sf-ber：10e-3

___________________
コマンドモード SONET/SDHコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

B1の場合、ビットインターリーブパリティ（BIP）エラーレポートは、BIP-8コードと次のフ
レームの B1バイトから取得した BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、セクションレ
ベルのビットエラーが発生したことを示します。

B2の場合、BIPエラーレポートは、BIP-8/24コードと次のフレームの B2バイトから取得した
BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、回線レベルのビットエラーが発生したことを示
します。

信号障害 BERおよび信号劣化 BERは B2 BIP-8エラーカウントからソースされます（B2-TCAも
同様）。 b1-tcaおよび b2-tcaキーワードでは、長いメッセージのみがコンソールに出力されます
（これらのキーワードのレポートがイネーブルの場合）。

コントローラで設定された BERしきい値を特定するには、show controllers sonetコマンドを使用
します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、SONETコントローラでしきい値を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# threshold sd-ber 8
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# threshold sf-ber 4
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# threshold b1-tca 4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

選択した SONETアラームが SONETコントローラ用のコ
ンソールに記録されるようにします。

report（SONET）, （1015ページ）

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示しま
す。

show controllers sonet, （1039ページ）
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threshold（SONET パス）
SONETパスの指定アラームのビットエラーレート（BER）しきい値を設定するには、SONET/SDH
パスコンフィギュレーションモードで thresholdコマンドを使用します。コンフィギュレーショ
ンファイルからSONETパスしきい値の設定を削除してシステムをデフォルトの状態に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

threshold b3-tca bit-error-rate

no threshold b3-tca bit-error-rate

___________________
構文の説明 B3 BERしきい値超過アラーム（TCA）を設定します。デフォルト

値は 6です。
b3-tca

3～ 9の BER（マイナス xには 10）。bit-error-rate

___________________
コマンドデフォルト b3-tca：6

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

B3の場合、ビットインターリーブパリティ（BIP）エラーレポートは、BIP-8コードと次のフ
レームの B3バイトから取得した BIP-8コードを比較して算出されます。違いは、パスレベルの
ビットエラーが発生したことを示します。

受信方向のローカルエンドで検出された BIPエラーに加えて遠端の SONET機器によって G1バ
イト（P-REIまたは P-FEBE）で検出された B3エラーカウントが返されます。

b3-tcaキーワードでは、長いメッセージのみがコンソールに出力されます（このキーワードのレ
ポートがイネーブルの場合）。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1060 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの SONET コントローラコマンド
threshold（SONET パス）



___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、BERは 4に設定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# threshold b3-tca 4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

選択した SONETアラームが SONETコントローラ用のコ
ンソールに記録されるようにします。

report（SONET）, （1015ページ）

SONETレイヤの動作ステータスに関する情報を表示しま
す。

show controllers sonet, （1039ページ）
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tug3
トリビュタリユニットグループ（TUG）番号を指定して、TUG3コントローラコンフィギュレー
ションモードを開始するには、SONETコントローラコンフィギュレーションモードで tug3コマ
ンドを使用します。

tug3 number

___________________
構文の説明

トリビュタリユニットグループ（TUG）番号。有効値の範囲を次に示しま
す。

• AU4：値は 1のみです。

• AU3：範囲は 1～ 3です。

number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 1です。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

tug3コマンドを使用すると、仮想コンテナ（VC）および DS3を設定できる TUG3コントローラ
コンフィギュレーションモードでインターフェイスを設定することができます。

STM1 -> AU4 -> TUG3 -> VC-3 -> DS3

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、tug3を 1に指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# au 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-auPath)# tug3 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-tug3Path)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

管理ユニット（AU）グループ番号を指定し、AUコントローラコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

au, （969ページ）
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uneq-shut（SONET パス）
送信されたSONETパスオーバーヘッドC2バイトのP-UNEQコード（0x00）の自動挿入をイネー
ブルにするには、SONET/SDHパスコンフィギュレーションモードで uneq-shutコマンドを使用
します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

uneq-shut

no uneq-shut

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 自動挿入がイネーブルになります。

___________________
コマンドモード SONET/SDHパスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

SONETパスが管理上のダウン状態になるたびに送信 SONETパスオーバーヘッド C2バイトでの
P-UNEQコードの自動挿入をディセーブルにするには、uneq-shutコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次の例では、P-UNEQコードの自動挿入は、送信 SONETパスオーバーヘッド C2バイトでディ

セーブルになっています。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/2/0/2
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet)# path
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-sonet-path)# uneq-shut
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unidirectional
単一方向モードの保護インターフェイスを設定するには、APSグループコンフィギュレーション
モードで unidirectionalコマンドを使用します。デフォルト設定の双方向モードに戻すには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

unidirectional

no unidirectional

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト 双方向モードは保護インターフェイスのデフォルトモードです。

___________________
コマンドモード APSグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

単一方向モードの保護インターフェイスを設定するには、unidirectionalコマンドを使用します。
デフォルトの設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

ルータの単一方向または双方向自動保護スイッチング（APS）動作モードは、接続されている
SONET機器の APS動作モードと一致させる必要があります。

相互接続されているSONET機器によってサポートされている場合は双方向APSモードを使用
することを推奨します。保護インターフェイスが単一方向に設定されている場合、現用イン

ターフェイスおよび保護インターフェイスは、連携して SONETチャネルの送受信を双方向形
式で切り替える必要があります。連携は、SONETネットワーク機器が双方向モードの場合に
自動的に行われます。

（注）

マルチルータ APSトポロジでは、unidirectionalコマンドは、保護ルータでのみ使用できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、単一方向モードの APSグループを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# aps group 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-aps)# unidirectional

___________________
関連コマンド 説明コマンド

自動保護スイッチング（APS）グループを追加して、APSグ
ループコンフィギュレーションモードを開始します。

aps group（グローバル）, （967ペー
ジ）

設定済みのすべての SONET APSグループの動作ステータス
を表示します。

show aps, （1025ページ）
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width
ストリームのパス数を設定するには、STSまたはAUコントローラコンフィギュレーションモー
ドで widthコマンドを使用します。

width number

___________________
構文の説明

連結される STSストリーム数。次の値が可能です。

• 1：STSストリーム数 1を示します。

• 3：STSストリーム数 3を示します（STS-3c）。

• 12：12個の STSストリームが連結することを示します（STS-12c）。

• 48：48個の STSストリームが連結することを示します（STS-48c）。

自然境界の STSパスには、幅 3、12、48が設定されます。これは、次のパス番号と
適合します。

• STS-3cでは 1、4、7、10など

• STS-12cでは 1、13、25、37

• STS-48cでは 1

number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 1です。

___________________
コマンドモード SONETコントローラコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、幅を 3に指定する例を示します。

RP/0/0/CPU0:router(config)# controller sonet 0/1/0/0
RP/0/0/CPU0:router(config-sonet)# sts 1
RP/0/0/CPU0:router(config-stsPath)# width 3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

STSパス、AUパス、T3コントローラ、または TUG3コン
トローラのモードを設定します。

mode（SONET）, （1002ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、
T1、E1 コントローラコマンド

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで T3/E3および T1/E1コントローラを設
定するためのコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• bert e1, 1074 ページ

• bert e3, 1077 ページ

• bert error, 1080 ページ

• bert interval, 1082 ページ

• bert pattern, 1084 ページ

• bert t1, 1088 ページ

• bert t3, 1091 ページ

• cablelength, 1094 ページ

• channel-group, 1096 ページ

• clear controller lnm, 1098 ページ

• clear controller t1, 1101 ページ

• clear controller t3, 1104 ページ

• clock source（T1/E1）, 1106 ページ

• clock source（T3/E3）, 1108 ページ

• controller e1, 1110 ページ
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• show controllers t3, 1202 ページ

• shutdown（T1/E1）, 1212 ページ

• shutdown（T3/E3）, 1214 ページ
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bert e1
E1コントローラまたはチャネルグループで設定されているビットエラーレートテスト（BERT）
を開始または停止するには、EXECモードで bert e1コマンドを使用します。デフォルトの状態に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bert e1 interface-path-id [channel-group channel-group-number] [error] {start| stop}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）チャネルグループ番号。 E1データ回線を設定するときには、
チャネルグループ番号に 0～ 30の値を設定できます。

チャネルグループに指定されているタイムスロットの範囲内の

DS0タイムスロットは、チャネル番号としてタイムスロット -1
を使用します。

（注）

channel-group
channel-group-number

（任意）実行中の BERTストリームにエラーを挿入します。error

E1コントローラまたはチャネルの BERTを開始します。start

E1コントローラまたはチャネルの BERTを停止します。stop

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

E1コントローラまたはチャネルグループのBERTを開始する前に、bert patternコマンドを使
用して BERTパターンを設定する必要があります。必要に応じて、bert intervalコマンドを使
用して BERT間隔のデフォルト設定（1分）を調整することもできます。両方のコマンドは
E1コンフィギュレーションモードおよびチャネルグループコンフィギュレーションモード
で使用できます。

（注）

BERTの結果を参照するには、EXECモードで show controllers e1コマンドを使用します。 BERT
の結果には次の情報が含まれます。

•選択したテストパターンのタイプ

•テストのステータス

•選択したインターバル

• BERTの残りの時間

•合計ビットエラー

•合計受信ビット

BERTはデータ挿入型です。テストの実行中、正規のデータはラインにフローされません。BERT
の進行中、ラインはアラーム状態に置かれ、BERTが完了すると正常状態に復元されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、E1コントローラで BERTを開始および停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e1 0/3/0/0 start
RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e1 0/3/0/0 stop

次に、E1コントローラで BERTストリームにエラーを挿入する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e1 0/3/0/0 error

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1,（1179ページ）
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bert e3
E3コントローラまたはチャネルグループで設定されているビットエラーレートテスト（BERT）
を開始または停止するには、EXECモードで bert e3コマンドを使用します。デフォルトの状態に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bert e3 interface-path-id [error] {start| stop}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）実行中の BERTストリームにエラーを挿入します。error

E3コントローラまたはチャネルの BERTを開始します。start

E3コントローラまたはチャネルの BERTを停止します。stop

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

E3コントローラの BERTを開始する前に、bert patternコマンドを使用して BERTパターンを
設定する必要があります。必要に応じて、bert intervalコマンドを使用して BERT間隔のデ
フォルト設定（1分）を調整することもできます。両方のコマンドはE3コンフィギュレーショ
ンモードで使用できます。

（注）

BERTの結果を参照するには、EXECモードで show controllers e3コマンドを使用します。 BERT
の結果には次の情報が含まれます。

•選択したテストパターンのタイプ

•テストのステータス

•選択したインターバル

• BERTの残りの時間

•合計ビットエラー

•合計受信ビット

BERTはデータ挿入型です。テストの実行中、正規のデータはラインにフローされません。BERT
の進行中、ラインはアラーム状態に置かれ、BERTが完了すると正常状態に復元されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、E3コントローラで BERTを開始および停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e3 0/3/0/0/0 start
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RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e3 0/3/0/0/0 stop

次に、E3コントローラで BERTストリームにエラーを挿入する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert e3 0/3/0/0 error

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3,（1184ページ）
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bert error
T3/E3または T1/E1回線のBERTストリームにエラーを挿入するには、T3または T1コンフィギュ
レーションモードで bert errorコマンドを使用します。 BERTパターンをディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

bert error [ number ]

no bert error [ number ]

___________________
構文の説明

ビットストリームに追加する BERTエラーの数を指定します。範囲は 1～
255です。デフォルトは 1です。

number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 1です。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3および E1コンフィギュレーションモードのサポートが
追加されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bert errorコマンドは、bert patternコマンドとともに使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 0、サブスロット 3の T3コントローラで BERTビットストリームに 10のエラー

を挿入する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/0/3/1/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3e3)# bert error 10

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollerse1,（1179ページ）

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollerse3,（1184ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1,（1193ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t3,（1202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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1081

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
bert error



bert interval
T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト（BERT）パターンの長さを指定する
には、適切なコンフィギュレーションモードで bert intervalコマンドを使用します。デフォルト
の間隔に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

bert interval time

no bert interval time

___________________
構文の説明 BERTの長さ（分単位）。インターバルの値は 1～ 14400の範囲で指定できま

す。デフォルトは 1分です。
time

___________________
コマンドデフォルト BERTは 1分間実行されます。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

T1および E1のチャネルグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3および E1コンフィギュレーションモードのサポートが
追加されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

bert intervalコマンドは、bert patternコマンドとともに使用します。 bert intervalコマンドを使
用しない場合、BERTはデフォルトの 1分間実行されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 0、サブスロット 3の T3コントローラで BERTを 10分間に制限する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/0/3/1/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3e3)# bert interval 10

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1回線の BERTストリームにエラーを挿入し
ます。

bert error, （1080ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

E1コントローラのE1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1,（1179ページ）

E3コントローラのE3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3,（1184ページ）

T1コントローラのT1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1, （1193ページ）

T3コントローラのT3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t3, （1202ページ）
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bert pattern
T3/E3またはT1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでのビットエラーレートテスト（BERT）
パターンをイネーブルにするには、T3、E3、T1、E1、またはチャネルグループコンフィギュレー
ションモードでbertpatternコマンドを使用します。BERTパターンをディセーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

bert pattern {0s| 1in8| 1s| 2^11| 2^15| 2^20| 2^20-QRSS| 2^23| 2^9| 3in24| 55Daly| 55Octet| alt-0-1|
ds0-1| ds0-2| ds0-3| ds0-4}

no bert pattern {0s| 1in8| 1s| 2^11| 2^15| 2^20| 2^20-QRSS| 2^23| 2^9| 3in24| 55Daly| 55Octet| alt-0-1|
ds0-1| ds0-2| ds0-3| ds0-4}

___________________
構文の説明

ゼロの繰り返しパターンを呼び出します（...000...）。0s

（T1および E1のみ）8での 1ビットの繰り返しパターンを呼び出します。1in8

1の繰り返しパターンを呼び出します（...111...）。1s

（チャネルグループのみ）疑似乱数 O.151テストパターンを呼び出します。
長さは 32,768ビットです。

2^11

疑似乱数 O.151テストパターンを呼び出します。長さは 32,768ビットです。2^15

疑似乱数O.153テストパターンを呼び出します。長さは1,048,575ビットです。2^20

疑似乱数の準ランダムシグナルシーケンス（QRSS）0.151テストパターンを
呼び出します。長さは 1,048,575ビットです。

2^20-QRSS

疑似乱数O.151テストパターンを呼び出します。長さは8,388,607ビットです。2^23

（チャネルグループのみ）疑似乱数 0.153テストパターンを呼び出します。長
さは 511ビットです。

2^9

（T1および E1のみ）24の 3ビットが 1に設定され、その他がゼロ（0）に設
定される繰り返しパターンを呼び出します。

3in24

（T1および E1のみ）データの 55の 8ビットオクテットの繰り返しパターン
を呼び出します。このパターンでは、低密度オクテットの長いシーケンスから

高密度オクテットへの迅速な遷移、高密度オクテットから低密度オクテット、

迅速な 1010ビット遷移が実現されます。

55Daly

（T1および E1のみ）データの 55の 8ビットオクテットの繰り返しパターン
を呼び出します。このパターンには 15の連続するゼロがあります。

55Octet
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0と 1の交互の繰り返しパターンを呼び出します（...01010...）。alt-0-1

（チャネルグループのみ）100x FFhに 100x 00hが続く繰り返しシーケンスを
呼び出します。最小および最大の密度の組み合わせによって、信号リカバリ回

路にストレスが与えられます。

ds0-1

（チャネルグループのみ）100x 7Ehに 100x 00hが続く繰り返しシーケンスを
呼び出します。この組み合わせにより、最小限の ones densityストレスおよび
レイヤ 2フラグバイトが提供されます。

ds0-2

（チャネルグループのみ）200x 4Chの繰り返しシーケンスを呼び出します。
この組み合わせは、一般的な SDDトラフィックパターンを表します。

ds0-3

（チャネルグループのみ）200x 40hの繰り返しシーケンスを呼び出します。
この組み合わせは、一般的な DEC VTトラフィックを表します。

ds0-4

___________________
コマンドデフォルト BERTパターンテストはディセーブルです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

T1および E1のチャネルグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

• E3およびE1コンフィギュレーションモードのサポートが追
加されました。

• ds0-1、ds0-2、ds0-3、および ds0-4キーワードのサポートが
追加されました。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

BERTは各 T3/E3または T1/E1リンクでサポートされます。これは、フレーム化されていない
T3/E3または T1/E1信号でのみ行われ、一度に 1つのポート上でのみ実行されます。また、個々
のチャネルグループでもサポートされます。

BERTを開始するには、設定を実行し、EXECモードで bert t1、bert e1、bert t3、または bert e3
コマンドを使用します。

BERTの結果を参照するには、EXECモードで show controllers t1または show controllers t3コマ
ンドを使用します。 BERTの結果には次の情報が含まれます。

•選択したテストパターンのタイプ

•テストのステータス

•選択したインターバル

• BERTの残りの時間

•合計ビットエラー

•合計受信ビット

BERTはデータ挿入型です。テストの実行中、正規のデータはラインにフローされません。BERT
の進行中、ラインはアラーム状態に置かれ、BERTが完了すると正常状態に復元されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 0、サブスロット 3の T3コントローラですべてゼロの BERTパターンの実行をイ

ネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/0/3/1/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3e3)# bert pattern 0s

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1回線の BERTストリームにエラーを挿入し
ます。

bert error, （1080ページ）
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説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

E1コントローラのE1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1, （1179ページ）

E3コントローラのE3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3, （1184ページ）

T1コントローラのT1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1, （1193ページ）

T3コントローラのT3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t3, （1202ページ）
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bert t1
T1コントローラまたはチャネルグループで設定されているビットエラーレートテスト（BERT）
を開始または停止するには、EXECモードで bert t1コマンドを使用します。

bert t1 interface-path-id [channel-group channel-group-number] [error] {start| stop}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリ

ストを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用します。

interface-path-id

（任意）チャネルグループ番号。 T1データ回線を設定する
ときには、チャネルグループ番号に 0～ 23の値を設定できま
す。

（注）channel-group
channel-group-number

（任意）実行中の BERTストリームにエラーを挿入します。error

T1コントローラまたはチャネルの BERTを開始します。start

T1コントローラまたはチャネルの BERTを停止します。stop

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

T1コントローラまたはチャネルグループのBERTを開始する前に、bert patternコマンドを使
用して BERTパターンを設定する必要があります。必要に応じて、bert intervalコマンドを使
用して BERT間隔のデフォルト設定（1分）を調整することもできます。両方のコマンドは
T1コンフィギュレーションモードおよびチャネルグループコンフィギュレーションモード
で使用できます。

（注）

BERTの結果を参照するには、EXECモードで show controllers t1コマンドを使用します。 BERT
の結果には次の情報が含まれます。

•選択したテストパターンのタイプ

•テストのステータス

•選択したインターバル

• BERTの残りの時間

•合計ビットエラー

•合計受信ビット

BERTはデータ挿入型です。テストの実行中、正規のデータはラインにフローされません。BERT
の進行中、ラインはアラーム状態に置かれ、BERTが完了すると正常状態に復元されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T1コントローラで BERTを開始および停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t1 0/3/0/0/0 start
RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t1 0/3/0/0/0 stop

次に、T1コントローラで BERTストリームにエラーを挿入する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t1 0/3/0/0 error

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1, （1193ページ）
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bert t3
T3コントローラまたはチャネルグループで設定されているビットエラーレートテスト（BERT）
を開始または停止するには、EXECモードで bert t3コマンドを使用します。

bert t3 interface-path-id [error] {start| stop}

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

（任意）実行中の BERTストリームにエラーを挿入します。error

T3コントローラまたはチャネルの BERTを開始します。start

T3コントローラまたはチャネルの BERTを停止します。stop

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。
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rack：ラックのシャーシ番号。◦

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

T3コントローラの BERTを開始する前に、bert patternコマンドを使用して BERTパターンを
設定する必要があります。必要に応じて、bert intervalコマンドを使用して BERT間隔のデ
フォルト設定（1分）を調整することもできます。両方のコマンドはT3コンフィギュレーショ
ンモードで使用できます。

（注）

BERTの結果を参照するには、EXECモードで show controllers t3コマンドを使用します。 BERT
の結果には次の情報が含まれます。

•選択したテストパターンのタイプ

•テストのステータス

•選択したインターバル

• BERTの残りの時間

•合計ビットエラー

•合計受信ビット

BERTはデータ挿入型です。テストの実行中、正規のデータはラインにフローされません。BERT
の進行中、ラインはアラーム状態に置かれ、BERTが完了すると正常状態に復元されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T3コントローラで BERTを開始および停止する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t3 0/3/0/0 start
RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t3 0/3/0/0 stop
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次に、T3コントローラで BERTストリームにエラーを挿入する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# bert t3 0/3/0/0 error

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインでのビットエラーレートテスト
（BERT）パターンの長さを指定します。

bert interval, （1082ページ）

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループでの
BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t3, （1202ページ）
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cablelength
ルータからネットワーク装置までのケーブルの長さを指定するには、T3または E3コンフィギュ
レーションモードで cablelengthコマンドを使用します。デフォルトのケーブル長に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

cablelength feet

no cablelength

___________________
構文の説明

フィート数の範囲は 0～ 450です。デフォルトは 224フィートです。feet

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 224フィートです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

0～ 450フィートのケーブル長を指定できますが、ハードウェアは 0～ 49と 50～ 450の 2つの
範囲だけを認識します。たとえば、35フィートと入力すると、0～ 49の範囲が使用されます。
その後ケーブル長を 40フィートに変更した場合、40は 0～ 49の範囲にあるため、変化はありま
せん。しかし、ケーブル長を 50に変更すると、50～ 450の範囲が使用されます。実際に入力し
た値は、コンフィギュレーションファイルに保存されます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、300フィートのルータのケーブル長を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# cablelength 300
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channel-group
DS0チャネルグループを設定し、チャネルグループコンフィギュレーションモードを開始する
には、T1またはE1コンフィギュレーションモードで channel-groupコマンドを使用します。チャ
ネルグループの割り当てを解除するには、このコマンドの no形式を使用します。

channel-group channel-group-number

no channel-group channel-group-number

___________________
構文の説明

チャネルグループ番号。 T1コントローラを設定するとき
には、チャネルグループ番号に 0～ 23の値を設定できま
す。

（注）channel-group-number

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

DS0チャネルグループおよび E1設定のサポートが追加さ
れました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

channel-groupコマンドはチャネライズド SPAでのみ使用可能です。

ルータが T1または E1フラクショナルデータ回線と通信する必要がある設定で channel-groupコ
マンドを使用します。チャネルグループ番号は任意に割り当てることができ、コントローラで一

意である必要があります。関連するシリアルインターフェイスは定義された各チャネルグルー

プで作成されます。
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チャネルグループ設定が有効になる前に、timeslotsコマンドを使用して、関連付けられたDS0タ
イムスロットを定義する必要があります。

チャネルグループを削除するには、no channel groupコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、チャネルグループ番号 5のチャネルグループコンフィギュレーションモードを開始し、

チャネルグループで基礎となる DS0の速度を 56 kBpsに変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# channel-group 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1-channel_group)# speed 56

次に、チャネルグループ 5に DS0タイムスロット 1、6、8、9、および 10を関連付ける例を示し
ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# channel-group 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1-channel_group)# timeslots 1:6:8-10

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1ラインまたは個別のチャネルグループで
の BERTパターンをイネーブルにします。

bert pattern, （1084ページ）

E1データラインのフレームタイプを指定します。framing（E1）, （1144ページ）

T1データラインのフレームタイプを選択します。framing（T1）, （1148ページ）

T3/E3または T1/E1コントローラのモードを設定します。mode, （1173ページ）

チャネルグループで基本となる DS0の速度を指定します。speed（DS0）, （1216ページ）

1つまたは複数の DS0タイムスロットをチャネルグループ
に関連付け、関連シリアルサブインターフェイスを作成しま

す。

timeslots, （1218ページ）
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clear controller lnm
リンクノイズモニタリングの統計情報をクリアするか、または状態をリセットするには、EXEC
コンフィギュレーションモードで clear controller lnmコマンドを使用します。

clear controller {t1| e1} interface-path-id lnm {state| statistics}

___________________
構文の説明 T1コントローラの LNM状態または統計情報のクリアを指定します。t1

E1コントローラの LNM状態または統計情報のクリアを指定します。e1

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表

示するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

特定のコントローラの LNMイベント状態をリセットします。state

特定のコントローラの LNM統計情報をクリアし、ゼロにリセットします。statistics

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド T1コントローラを指定する場合は、次の interface-path-idのガイドラインを使用
します。

•命名の表記法は rack/slot/module/port/T3Num/T1numです。
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•値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。

•表記法の構成要素の説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

◦ T1num：T1コントローラ番号。

通常、LNMコントローラの状態をクリアする必要はありません。 stateオプションを指定す
るとLNM設定がリセットされ、その結果としてシステム内の現在のLNM状態が更新されま
す。したがって、通常の状態では、コントローラがアラーム状態の場合、リセットはアラー

ム状態を報告し続けるはずです。または、コントローラのアラームがすべてクリアされれ

ば、リセットは安定状態を示します。 clear controller lnm stateコマンドを使用しても、実際
にはアラームは何もクリアされませんが、システム内のアラーム値がリフレッシュされま

す。したがって、このコマンドは、レポートされたコントローラの状態が実際のコントロー

ラの状態と同期してていない場合に使用できます。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers t1コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

read, writeinterface

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、シャーシ 0にあるチャネライズド T1コントローラ 1、サブスロット 0に SPAがあるスロッ

ト 1に装着されている SIP、T3コントローラ 1を持つポート 0、およびチャネライズド T1コント
ローラ 1のリンクノイズモニタリングの状態をリセットする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear controller t1 0/1/0/0/1/1 lnm state

次に、シャーシ 0にあるチャネライズド T1コントローラ 1、サブスロット 0に SPAがあるスロッ
ト 1に装着されている SIP、T3コントローラ 1を持つポート 0、およびチャネライズド T1コント
ローラ 1のリンクノイズモニタリングの統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear controller t1 0/1/0/0/1/1 lnm statistics
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモードを
開始します。

controller e1, （1110ページ）

controller t1, （1114ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、T1/E1リンク
でのノイズエラーのしきい値を指定します。これは、メジャー

lnm major-warning, （1154ペー
ジ）

警告イベントの通知と、このイベントからのリカバリに使用され

ます。

リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、T1/E1リンク
でのノイズエラーのしきい値を指定します。これは、マイナー

lnm minor-warning, （1157ペー
ジ）

警告イベントの通知と、このイベントからのリカバリに使用され

ます。

リンクノイズモニタをイネーブルにして、T1/E1リンクでのノ
イズエラーのしきい値を指定します。これは、MLPPPバンドル

lnm remove, （1160ページ）

リンクの削除のため、PPPにノイズ属性を通知するのに使用され
ます。

リンクノイズモニタのメジャー、削除、およびマイナーのイベ

ントとアラームのロギングをイネーブルにします。

lnm syslog, （1163ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ペー
ジ）

T1または E1リンクの LNMに関する情報を表示します。show controllers lnm, （1189ペー
ジ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ペー
ジ）
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clear controller t1
T1コントローラデータをクリアするには、EXECコンフィギュレーションモードで clearcontroller
t1コマンドを使用します。

clear controller t1 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド T1コントローラを指定する場合は、次の interface-path-idのガイドラインを使用
します。

•命名の表記法は rack/slot/module/port/T3Num/T1numです。

•値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。

•表記法の構成要素の説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

◦ T1num：T1コントローラ番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

•仮想トリビュタリグループを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/vtg/vtです。
値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の
説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ vtg：仮想トリビュタリグループ。

◦ vt：仮想トリビュタリインスタンス。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers t1コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

read, writeinterface

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、シャーシ 0にあるチャネライズド T1コントローラ 1、サブスロット 0に SPAがあるスロッ

ト 1に装着されている SIP、T3コントローラ 1を持つポート 0、およびチャネライズド T1コント
ローラ 1のコントローラデータをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear controller t1 0/1/0/0/1/1
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

controller t1, （1114ページ）

T1コントローラのT1リンク、ハードウェアドライバ、
およびソフトウェアドライバに関する情報を表示しま

す。

show controllers t1, （1193ページ）
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clear controller t3
T3コントローラデータをクリアするには、EXECコンフィギュレーションモードで clearcontroller
t3コマンドを使用します。

clear controller t3 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

• T3コントローラを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/T3numです。値を区
切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は
次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードまたは SIPの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。
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◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers t3コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writedwdm

read, writeinterface

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、シャーシ 0にある T3コントローラ 1、サブスロット 2に SPAがあるスロット 6に装着され

ている SIP、および T3コントローラ 1を持つポート 0のコントローラデータをクリアする例を示
します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/2/0/1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラを設定し、T3コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller t3, （1117ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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clock source（T1/E1）
個々の T1または E1リンクのクロッキングを設定するには、T1または E1コンフィギュレーショ
ンモードで clock sourceコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使
用します。

clock source {internal| line}

no clock source

___________________
構文の説明

クロックが T1または E1コントローラの内部クロックから生成されることを指定し
ます。デフォルトは、internalです。

シリアルリンクでクロッキングを設定する場合、一端を internalにし、他
端を lineにする必要があります。接続の両エンドに internalクロッキング
を設定すると、フレーム同期のずれが生じます。接続の両エンドに lineク
ロッキングを設定すると、ラインはアップ状態になりません。

（注）

internal

このコントローラのクロックのクロッキングを、コントローラが接続されている外

部ソースから取得することを指定します。外部ソースは、通常、電話会社のセント

ラルオフィス（CO）です。

line

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのクロックソースは internalです。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 6、サブスロット 0の T1コントローラでのクロッキングを internalに設定する例

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# clock source internal

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

controller e1, （1110ページ）

controller t1, （1114ページ）
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clock source（T3/E3）
個々の T3または E3リンクのクロッキングを設定するには、T3または E3コンフィギュレーショ
ンモードで clock sourceコマンドを使用します。デフォルトに戻るには、no形式のコマンドを使
用します。

clock source {internal| line}

no clock source

___________________
構文の説明

クロックが T3コントローラの内部クロックから生成されることを指定します。デ
フォルトは、internalです。

シリアルリンクでクロッキングを設定する場合、一端を internalにし、他
端を lineにする必要があります。接続の両エンドに internalクロッキング
を設定すると、フレーム同期のずれが生じます。接続の両エンドに line
クロッキングを設定すると、ラインはアップ状態になりません。

（注）

internal

このコントローラのクロックのクロッキングを、コントローラが接続されている外

部ソースから取得することを指定します。外部ソースは、通常、電話会社のセント

ラルオフィス（CO）です。

line

___________________
コマンドデフォルト デフォルトのクロックソースは internalです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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clock sourceコマンドを指定しない場合、デフォルトのクロックソースが使用されます。

電話会社またはリモートデータサービスユニットが T3または E3接続のマスタークロックを提
供する場合は、clock source lineコマンドを設定します。

ルータが T3または E3接続のマスタークロックを提供する場合は、clock source internalコマンド
を設定します。

2つの T3ネットワークモジュール間のバックツーバック接続の場合、1つのコントローラを
内部クロッキング用に設定し、他方のコントローラを回線クロッキング用に設定する必要があ

ります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、シャーシ 0にある T3コントローラ 1、サブスロット 0に SPAがあるスロット 6に装着され

ている SIP、T3コントローラ 1を持つポート 0でクロッキングを回線に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# clock source line

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラを設定し、E3コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller e3, （1112ページ）

T3コントローラを設定し、T3コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller t3, （1117ページ）
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controller e1
E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで controller e1コマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

controller e1 interface-path-id

no controller e1 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1110 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
controller e1



◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

controller e1コマンドは、ルータが E1フラクショナルデータ回線と通信する設定で使用されま
す。 controller e1コマンドはチャネライズドインターフェイスでのみ使用可能です。

T3コンフィギュレーションモードでmodeコマンドを使用して、ポートのモードを指定します。
2ポートおよび 4ポートチャネライズド T3 SPAのデフォルトモードは T1です。

modeコマンドを使用して E1として使用するポートを定義しない場合は、E1コントローラを
設定できません。

（注）

コントローラのステータスを表示するには、show controllers e1コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、コントローラの E1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)# controller e1 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1コントローラのモードを設定します。mode, （1173ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1111

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
controller e1



controller e3
E3コントローラを設定し、E3コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで controller e3コマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

controller e3 interface-path-id

no controller e3 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers e3コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、E3コントローラ 0のサブスロット 2の SPAのスロット 6のコントローラに対して E3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)# controller e3 0/6/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e3)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e3, （1184ページ）
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controller t1
T1コントローラを設定し、T1コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで controller t1コマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

controller t1 interface-path-id

no controller t1 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド T1コントローラを指定する場合は、次の interface-path-idのガイドラインを使用
します。

•命名の表記法は rack/slot/module/port/T3Num/T1numです。

•値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。

•表記法の構成要素の説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。
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◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

◦ T1num：T1コントローラ番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

•仮想トリビュタリグループを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/vtg/vtです。
値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の
説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ vtg：仮想トリビュタリグループ。

◦ vt：仮想トリビュタリインスタンス。

controller t1コマンドは、ルータがT1フラクショナルデータ回線と通信する設定で使用され
ます。 controller t1コマンドはチャネライズド SPAでのみ使用可能です。

T3コンフィギュレーションモードでmodeコマンドを使用して、各 T3ポートのモードを指
定します。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers t1コマンドを使用します。

T1フレーミングタイプがスーパーフレーム（SF）の場合、イエローアラームが SFフレー
ミングで誤って検出されることがあるため、イエローアラームの検出をディセーブルにする

ことを検討する必要があります。

シリアルインターフェイスはフラップし、SFフレーミング使用して設定されている T1コン
トローラでイエローアラームの検出がディセーブルになっていない場合にダウン状態になる

可能性があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface
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___________________
例 次に、コントローラの T1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)# controller t1 0/1/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3/E3または T1/E1コントローラのモードを設定します。mode, （1173ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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controller t3
T3コントローラを設定し、T3コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで controller t3コマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すに
は、このコマンドの no形式を使用します。

controller t3 interface-path-id

no controller t3 interface-path-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを表示

するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
ます。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

• T3コントローラを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/T3numです。値を区
切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は
次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードまたは SIPの物理スロット番号。
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◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

コントローラのステータスを表示するには、show controllers t3コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、シャーシ 0にある T3コントローラ 1、サブスロット 2に SPAがあるスロット 6に装着され

ている SIP、および T3コントローラ 1を持つポート 0に対して T3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)# controller t3 0/6/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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delay clear（T1/E1）
T1または E1パス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を設定するには、T1または
E1コンフィギュレーションモードで delay clearコマンドを使用します。コマンドをそのデフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

delay clear value

no delay clear value

___________________
構文の説明 T1パス遅延トリガーアラームがクリアされるまでのミリ秒数。範囲は 0～

180000です。デフォルトは 10秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10秒です。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T1パス遅延トリガーアラームが 9000秒後にクリアされるように指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/4/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)#delay clear 9000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T1または E1パス遅延トリガーの時間値を設定しま
す。

delay trigger（T1/E1）, （1123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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1120 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
delay clear（T1/E1）



delay clear（T3/E3）
T3または E3パス遅延トリガーアラームがクリアされるまでの時間を設定するには、T3または
E3コンフィギュレーションモードで delay clearコマンドを使用します。コマンドをそのデフォ
ルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

delay clear value

no delay clear value

___________________
構文の説明 T3または E3パス遅延トリガーアラームがクリアされるまでのミリ秒数。範囲

は 0～ 180000です。デフォルトは 10秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 10秒です。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T3パス遅延トリガーアラームが 9000秒後にクリアされるように指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/4/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# delay clear 9000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3または E3パス遅延トリガーの時間値を設定しま
す。

delay trigger（T3/E3）, （1125ページ）
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delay trigger（T1/E1）
T1または E1パス遅延トリガーの時間値を設定するには、T1または E1コンフィギュレーション
モードで delay triggerコマンドを使用します。コマンドをそのデフォルト設定に戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

delay trigger value

no delay trigger

___________________
構文の説明 T1パス遅延トリガー値を設定します（ミリ秒）。範囲は 0～ 60000です。デ

フォルト値は 2.5秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 2.5秒です。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1設定のサポートが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

T1または E1パス遅延トリガーのタイマーが期限切れになると、アラームが宣言されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T1パス遅延トリガーを 8000ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/4/2/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# delay trigger 8000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T1または E1パス遅延トリガーアラームがクリアされる
までの時間を設定します。

delay clear（T1/E1）, （1119ページ）
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delay trigger（T3/E3）
T3またはE3パス遅延トリガーの時間を設定するには、T3またはE3コンフィギュレーションモー
ドで delay triggerコマンドを使用します。コマンドをそのデフォルト設定に戻すには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

delay trigger value

no delay trigger

___________________
構文の説明 T3パス遅延トリガー値を設定します（ミリ秒）。範囲は 0～ 60000です。デ

フォルト値は 2.5秒です。
value

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は 2.5秒です。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3設定のサポートが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

T3または E3パス遅延トリガーのタイマーが期限切れになると、アラームが宣言されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T3パス遅延トリガーを 8000ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/4/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# delay trigger 8000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3または E3パス遅延トリガーアラームがクリアされる
までの時間を設定します。

delay clear（T3/E3）, （1121ページ）
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description（T1/E1）
T1または E1コントローラの説明を設定するには、T1または E1コンフィギュレーションモード
で descriptionコマンドを使用します。 T1または E1コントローラの説明を削除するには、このコ
マンドの no形式を使用します。

description text

no description [ text ]

___________________
構文の説明

英数字で構成されるテキスト文字列。text

___________________
コマンドデフォルト 説明は設定されていません。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1設定のサポートが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

read, writeinterface
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___________________
例 次に、T1コントローラの説明を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# description This is a sample description for T1 controller
0/6/2/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1, （1179ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1128 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
description（T1/E1）



description（T3/E3）
T3または E3コントローラの説明を設定するには、T3または E3コンフィギュレーションモード
で descriptionコマンドを使用します。 T3コントローラの説明を削除するには、このコマンドの
no形式を使用します。

description text

no description [ text ]

___________________
構文の説明

英数字で構成されるテキスト文字列。text

___________________
コマンドデフォルト 説明は設定されていません。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

read, writeinterface
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___________________
例 次に、T3コントローラの説明を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# description This is a sample description for T3 controller
0/6/2/0

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3, （1184ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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down-when-looped（T1/E1）
ループバックが検出された時点でダウンしていることをシステムに通知するように T1または E1
コントローラを設定するには、T1またはE1コンフィギュレーションモードで down-when-looped
コマンドを使用します。

down-when-looped

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、T1または E1コントローラは、ループバックが検出された時点でダウンしてい

ることをシステムに通知しません。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドには、no形式はありません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

read, writeinterface
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___________________
例 次に、ループバックが検出された場合に関連ラインがダウンしていることをシステムに通知する

ように T1コントローラを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/4/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# down-when-looped

down-when-looped is a traffic-affecting operation if any loopback is present

___________________
関連コマンド 説明コマンド

チャネライズド T3コントローラの個々の T1または E1
チャネルをループします。

loopback（T1/E1）, （1166ページ）
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down-when-looped（T3/E3）
ループバックが検出された時点でダウンしていることをシステムに通知するように T3または E3
コントローラを設定するには、T3またはE3コンフィギュレーションモードで down-when-looped
コマンドを使用します。

down-when-looped

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトでは、T3または E3コントローラは、ループバックが検出された時点でダウンしてい

ることをシステムに通知しません。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドには、no形式はありません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

read, writeinterface
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___________________
例 次に、ループバックが検出された場合に関連ラインがダウンしていることをシステムに通知する

ように T3コントローラを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/4/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# down-when-looped

down-when-looped is a traffic-affecting operation if any loopback is present

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラまたは E3コントローラの T3または E3
回線をループします。

loopback（T3/E3）, （1169ページ）
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dsu bandwidth
T3または E3コントローラで使用される最大許容帯域幅を指定するには、T3または E3コンフィ
ギュレーションモードで dsu bandwidthコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

dsu bandwidth kbps

no dsu bandwidth

___________________
構文の説明

キロビット/秒（kBps）単位の最大帯域幅。指定できる値の範囲は 75～ 44210
です。デフォルト値は 44210です。

kbps

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの帯域幅は 44210です。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ローカルインターフェイスの設定は、リモートインターフェイスの設定に一致する必要がありま

す。たとえば、ローカルポートの最大帯域幅を 16,000に削減する場合、リモートポートでも削
減する必要があります。

dsu bandwidthコマンドは、T3および E3フレームのパディングによって帯域幅を削減します。

インターフェイスに設定されているデータサービスユニット（DSU）の帯域幅を確認するには、
EXECモードで show controllers t3または show controllers e3コマンドを使用します。
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G.751フレーミングが E3リンクで使用される場合、DSU帯域幅を使用して、34,010～ 22 kBpsの
ペイロードのサブレートを選択できます。フレーミングバイパスを使用する前に 34,010 kBpsの
DSU帯域幅を設定する必要があります。

ソフトウェアでは、ユーザがサブレートモードで帯域幅の連続する範囲を設定できますが、ベン

ダーは、定量の帯域幅だけをサポートします（ADCKentrox T3リンクでは、帯域幅は 500 kBpsの
倍数である必要がある、など）。したがって、ソフトウェアはユーザ設定の帯域幅をベンダーに

よってサポートされる帯域幅に最も近い帯域幅に設定します。設定された実際の帯域幅を表示す

るには、show controllers t3または show controllers e3コマンドを使用します。

次の表に、DSUモードとベンダーによってサポートされる帯域幅を示します。

表 63：DSU モードおよびベンダーによってサポートされる帯域幅

帯域幅の倍数（kBps 単位）帯域幅（kBps 単位）モード

358 300.746T3の場合、E3300～ 44210の
358～ 34010

Digital Link or Cisco

500 500T3の場合、E31500～ 44210の
1000～ 34010

ADC Kentrox T3 IDSU

31583100～ 44210 kBpsLarscom Access T45

75.18675～ 44210 kBpsAdtran T3SU 300

15791500～ 44210 kBpsVerilink HDM 2182

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 6の SIP、サブスロット 2の SPA、ポート 0、および T3コントローラ 1の最大許

容 DSU帯域幅を 16,000 kBpsに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# dsu bandwidth 16000

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3, （1184ページ）
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説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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dsu mode
T3またはE3コントローラで使用される相互運用性モードを指定するには、T3またはE3コンフィ
ギュレーションモードで dsu modeコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、この
コマンドの no形式を使用します。

dsu mode mode

no dsu mode

___________________
構文の説明 DSUモード。有効な値は、次のとおりです。

•（T3のみ）adtran

• cisco

• digital-link

• kentrox

•（T3のみ）larscom

•（T3のみ）verilink

デフォルトは ciscoです。

mode

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは ciscoです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

モードの詳細については、表 63：DSUモードおよびベンダーによってサポートされる帯域幅, （
1136ページ）を参照してください。

ローカルインターフェイスの設定は、リモートインターフェイスの設定に一致する必要がありま

す。たとえば、ローカルポートのデータサービスユニット（DSU）相互運用性モードをdigital-link
に定義する場合、リモートポートでも同様に定義する必要があります。

T3または E3コントローラと相互運用するかどうかを判別するには、リモートポートに接続され
ているDSUのタイプを確認する必要があります。 dsumodeコマンドは、他のDSUとの相互運用
性を実現し、改善します。

インターフェイスに設定されているDSUモードを確認するには、EXECモードで show controllers
t3コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、シャーシ 0にある T3コントローラ 1、スロット 6の SIPとサブスロット 2の SPA、および

T3コントローラ 1を持つポート 0に対して DSUモードを digital-linkに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/2/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# dsu mode digital-link

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3, （1184ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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dsu remote
リモートポートでの帯域幅の使用を制御するには、T3または E3コンフィギュレーションモード
で dsu remoteコマンドを使用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を
使用します。

dsu remote {disable| fullrate}

no dsu remote

___________________
構文の説明

着信リモート要求を拒否して、帯域幅をフルレートにリセットします。disable

リモートポートがフルレートに帯域幅を設定するように要求します。fullrate

___________________
コマンドデフォルト リモート受け入れはデフォルトです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスに設定されている DSUリモート設定を確認するには、EXECモードで show
controllers t3コマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、接続されたリモートポートがフルレートに帯域幅を設定することを指定する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# dsu remote fullrate

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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fdl
チャネライズドT3インターフェイスのT1チャネルのファシリティデータリンク（FDL）による
パフォーマンスレポートの送信をイネーブルまたはディセーブルにするには、T1コンフィギュ
レーションモードで fdlコマンドを使用します。パフォーマンスレポートのデフォルトの状態に
戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

fdl {ansi| att} {enable| disable}

no fdl {ansi| att} {enable| disable}

___________________
構文の説明 ANSI T1.403 once-per-secondパフォーマンスレポートの送信を指定します。ansi

AT&T TR54016 once-per-secondパフォーマンスレポートの送信を指定しま
す。

att

指定したパフォーマンスレポートの送信をイネーブルにします。enable

指定したパフォーマンスレポートの送信をディセーブルにします。デフォ

ルトはディセーブルです。

disable

___________________
コマンドデフォルト FDLによる ANSI T1.403および AT&T TR54016パフォーマンスレポートの送信はディセーブルで

す。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

fdlコマンドは、T1回線だけに適用され、T1フレーミングタイプが Extended Super Frame（ESF）
である場合にのみ使用できます。

パフォーマンスレポート情報を表示するには、show controllers t1コマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T1チャネル10のANSIT1.403パフォーマンスレポートをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/1/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# fdl ansi enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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framing（E1）
E1データラインのフレームタイプを選択するには、E1コンフィギュレーションモードで framing
コマンドを使用します。 E1フレーミングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

framing {crc4| no-crc4| unframed}

no framing {crc4| no-crc4| unframed}

___________________
構文の説明 CRC-4エラーモニタリング機能を使用するフレーミングを指定します。

デフォルトは crc4です。
crc4

CRC-4エラーモニタリング機能を使用しないフレーミングを指定します。no-crc4

フレーム化されていない E1を指定します。unframed

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは crc4です。

___________________
コマンドモード E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

framingコマンドは、ルータまたはアクセスサーバが E1フラクショナルデータ回線と通信する
設定で使用されます。サービスプロバイダーは、E1回線に必要なフレーミングタイプを指定し
ます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、CRC-4エラーモニタリング機能を使用しない E1フレーミングするを選択する例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# framing no-crc4

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ページ）
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framing（E3）
E3データラインのフレームタイプを選択するには、E3コンフィギュレーションモードで framing
コマンドを使用します。 E3フレーミングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

framing {g751| g832}

no framing {g751| g832}

___________________
構文の説明 G.751フレーミングを E3フレーミングタイプとして使用することを指定しま

す。デフォルトは G.751です。
g751

G.832フレーミングを E3フレーミングタイプとして使用することを指定しま
す。

g832

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは G.751です。

___________________
コマンドモード E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

framingコマンドを使用しない場合、E3コントローラによってデフォルトが使用され、終端装置
から受信したフレーミングタイプが自動的に指定されます。また、T1または E1コンフィギュ
レーションモードで framingコマンドを使用すると、各 T1/E1チャネルのフレーミングを設定で
きます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、E3フレームタイプとして G751を選択する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e3 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e3)# framing g751

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e3, （1184ページ）
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framing（T1）
T1データラインのフレームタイプを選択するには、T1コンフィギュレーションモードで framing
コマンドを使用します。 T1フレーミングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

framing {esf| sf}

no framing {esf| sf}

___________________
構文の説明 T1フレームタイプとして Extended Super Frameを指定します。デフォルトは

esfです。
esf

T1フレームタイプとしてスーパーフレームを指定します。sf

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは esfです。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

framingコマンドは、ルータまたはアクセスサーバが T1フラクショナルデータ回線と通信する
設定で使用されます。サービスプロバイダーは、T1回線に必要なフレーミングタイプを指定し
ます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、T1フレームタイプとしてスーパーフレームを選択する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# framing sf

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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framing（T3）
T3データラインのフレームタイプを選択するには、T3コンフィギュレーションモードで framing
コマンドを使用します。 T3フレーミングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を
使用します。

framing {c-bit| m23}

no framing {c-bit| m23}

___________________
構文の説明 CビットフレーミングをT3フレーミングタイプとして使用することを指定し

ます。デフォルトは c-bitです。
c-bit

M23フレーミングを T3フレーミングタイプとして使用することを指定しま
す。

m23

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは c-bitです。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

framingコマンドを使用しない場合、T3コントローラによってデフォルトが使用され、終端装置
から受信したフレーミングタイプが自動的に指定されます。また、T1または E1コンフィギュ
レーションモードで framingコマンドを使用すると、各 T1または E1チャネルのフレーミングを
設定できます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T3フレームタイプとしてM23を選択する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# framing m23

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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linecode
T1または E1回線のラインコードタイプを選択するには、T1または E1コンフィギュレーション
モードで linecodeコマンドを使用します。デフォルトのラインコードタイプに回線を戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

linecode {ami| b8zs| hdb3}

no linecode {ami| b8zs| hdb3}

___________________
構文の説明

ラインコードタイプとして交互マーク反転（AMI）を指定します。この値は
E1回線のデフォルトです。

ami

（T1のみ）ラインコードタイプとして B8ZSを指定します。この値は T1回
線のデフォルトです。

b8zs

（E1のみ）ラインコードタイプとしてHigh-Density Bipolar 3（HDB3）を指定
します。

hdb3

___________________
コマンドデフォルト T1回線：デフォルトは B8ZSです。

E1回線：デフォルトは AMIです。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されまし
た。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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ルータが T1または E1フラクショナルデータ回線と通信する必要がある設定で、このコマンドを
使用します。 T1または E1サービスプロバイダーは、T1回線または E1回線に必要なラインコー
ドタイプを指定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T1ラインコードタイプとして AMIを選択する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# linecode ami

次に、E1ラインコードタイプとして HDB3を選択する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/4/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# linecode hdb3

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1, （1179ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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lnm major-warning
リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、メジャー警告イベントの通知と、このイベント

からのリカバリに使用される、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値を指定するには、T1ま
たは E1コントローラコンフィギュレーションモードで lnm major-warningコマンドを使用しま
す。リンクノイズモニタリングのメジャー警告をディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

lnmmajor-warning [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]] [duration
seconds]]

no lnm major-warning [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]]
[duration seconds]]

___________________
構文の説明

（任意）メジャー警告からのリカバリが発生し、「クリア済み」イベントが

通知された時期を特定するために使用されるラインコード違反（LCV）およ
びパスコード違反（PCV）のしきい値を指定します。 clearしきい値は、set
しきい値を超えることはできません。

clear

（任意）リンクにおけるメジャー警告イベントの通知に使用される LCVと
PCVの上限しきい値を指定します。リンクのエラーがこの値以上の場合、メ
ジャー警告が発生し、「超過」イベントが通知されます。

set

（任意）次の範囲で、LCVエラー（極性違反（BPV）または過剰ゼロ
（EXZ））のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は 5～ 1544です。デフォルトは 1544です。

• E1リンクに指定できる範囲は 7～ 2048です。デフォルトは 2048です。

line-code-violation
lcv-value

（任意）次の範囲で、PCVエラー（CRCエラー）のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は 3～ 320です。デフォルトは 320です。

• E1インクに指定できる範囲は 5～ 832です。デフォルトは 831です。

path-code-violation
pcv-value

（任意）メジャー警告を通知するためにリンクノイズエラーの数が setしき
い値を継続的に超える必要がある期間（秒）またはクリア済みイベントを通

知するためにclearしきい値未満である必要がある期間（秒）を指定します。
指定できる範囲は 4～ 600です。デフォルトは 10です。

duration seconds

___________________
コマンドデフォルト リンクノイズモニタリングはディセーブルです。
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setまたは clearオプションを指定せずに lnm major-warningコマンドを実行した場合、デフォル
トオプションとして setがそのデフォルト値とともに使用されます。 clearオプションはデフォル
トの setしきい値と同じしきい値を継承します。

lnmmajor-warningコマンドを実行し、setオプションだけを設定する場合、setオプションに対し
て定義されたしきい値は、clearしきい値としても使用されます。また、lnm major-warningコマ
ンドを実行し、clearオプションだけを設定する場合、clearオプションに対して定義されたしき
い値は、setしきい値としても使用されます。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、フル T1または E1チャネルグループしか設定できません。フラクショナルリ
ンクや DS0リンクではサポートされていません。

lnm major-warningコマンドは lnm removeコマンドとともに設定することはできません。これら
は相互に排他的です。

メジャーしきい値は、lnmminor-warningコマンドで設定された値よりも大きくする必要がありま
す。

LNMは、Telcordia（ベルコア）GR-253標準で定義されている階層レベル警告レポートをサポー
トします。階層警告レポートとは、上位のアラームがアサートされたときに、それよりも下位の

アラーム状態が抑制されることを意味します。上位のアラームがクリアされたときに、それより

も下位のアラームの状態がまだ続いているときは、そのアラームが再度アサートされます。

LNMでは、これはメジャー警告しきい値を超えて超過イベントが発生し、アラーム状態に到達し
た場合、マイナー警告アラーム状態は抑制され、安定状態になることを意味します。マイナー超

過イベントは、バイステートログからも削除されます。コントローラのバイステートログには、

メジャー警告に対する超過イベントが 1つだけ表示されます。メイン警告がクリアされると、条
件がまだ存在していればマイナー警告アラームが再度アサートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、setおよび clearしきい値のデフォルト値 1544 LCVと 320 PCVを使用して、T1チャネルグ

ループで 10秒間のリンクノイズモニタリングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# lnm major-warning

次に、E1チャネルグループで setおよび clearしきい値を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/3/0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm major-warning set line-code-violation 1500
path-code-violation 100 duration 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm major-warning clear line-code-violation 1400
path-code-violation 95 duration 30

___________________
関連コマンド 説明コマンド

リンクノイズモニタリングの統計情報をクリアするか、また

は状態をリセットします。

clear controller lnm, （1098ページ）

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller e1, （1110ページ）

controller t1, （1114ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、T1/E1リン
クでのノイズエラーのしきい値を指定します。これは、マイ

lnmminor-warning, （1157ページ）

ナー警告イベントの通知と、このイベントからのリカバリに

使用されます。

リンクノイズモニタのメジャー、削除、およびマイナーのイ

ベントとアラームのロギングをイネーブルにします。

lnm syslog, （1163ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ページ）

T1または E1リンクの LNMに関する情報を表示します。showcontrollers lnm,（1189ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1156 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
lnm major-warning



lnm minor-warning
リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、マイナー警告イベントの通知と、このイベント

からのリカバリに使用される、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値を指定するには、T1ま
たは E1コントローラコンフィギュレーションモードで lnm minor-warningコマンドを使用しま
す。リンクノイズモニタリングのマイナー警告をディセーブルにするには、このコマンドの no
形式を使用します。

lnmminor-warning [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]] [duration
seconds]]

no lnm minor-warning [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]]
[duration seconds]]

___________________
構文の説明

（任意）マイナー警告からのリカバリが発生し、「クリア済み」イベントが

通知された時期を特定するために使用されるラインコード違反（LCV）およ
びパスコード違反（PCV）のしきい値を指定します。 clearしきい値は、set
しきい値を超えることはできません。

clear

（任意）リンクにおけるマイナー警告イベントの通知に使用される LCVと
PCVの上限しきい値を指定します。リンクのエラーがこの値以上の場合マイ
ナー警告が発生し、「超過」イベントが通知されます。

set

（任意）次の範囲で、LCVエラー（極性違反（BPV）または過剰ゼロ
（EXZ））のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は 5～ 1544です。デフォルトは 154です。

• E1リンクに指定できる範囲は 7～ 2048です。デフォルトは 205です。

line-code-violation
lcv-value

（任意）次の範囲で、PCVエラー（CRCエラー）のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は 3～ 320です。デフォルトは 145です。

• E1インクに指定できる範囲は 5～ 832です。デフォルトは 205です。

path-code-violation
pcv-value

（任意）マイナー警告を通知するためにリンクノイズエラーの数が setしき
い値を継続的に超える必要がある期間（秒）またはクリア済みイベントを通

知するためにclearしきい値未満である必要がある期間（秒）を指定します。
指定できる範囲は 4～ 600です。デフォルトは 10です。

duration seconds

___________________
コマンドデフォルト リンクノイズモニタリングはディセーブルです。
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setまたは clearオプションを指定せずに lnm minor-warningコマンドを実行した場合、デフォル
トオプションとして setがそのデフォルト値とともに使用されます。 clearオプションはデフォル
トの setしきい値と同じしきい値を継承します。

lnmminor-warningコマンドを実行し、setオプションだけを設定する場合、setオプションに対し
て定義されたしきい値は、clearしきい値としても使用されます。また、lnm minor-warningコマ
ンドを実行し、clearオプションだけを設定する場合、clearオプションに対して定義されたしき
い値は、setしきい値としても使用されます。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、フル T1または E1チャネルグループしか設定できません。フラクショナルリ
ンクや DS0リンクではサポートされていません。

マイナーしきい値は、lnm major-warningコマンドで設定された値以下にする必要があります。

LNMは、Telcordia（ベルコア）GR-253標準で定義されている階層レベル警告レポートをサポー
トします。階層警告レポートとは、上位のアラームがアサートされたときに、それよりも下位の

アラーム状態が抑制されることを意味します。上位のアラームがクリアされたときに、それより

も下位のアラームの状態がまだ続いているときは、そのアラームが再度アサートされます。

LNMでは、これはメジャー警告しきい値を超えて超過イベントが発生し、アラーム状態に到達し
た場合、マイナー警告アラーム状態は抑制され、安定状態になることを意味します。マイナー超

過イベントは、バイステートログからも削除されます。コントローラのバイステートログには、

メジャー警告に対する超過イベントが 1つだけ表示されます。メイン警告がクリアされると、条
件がまだ存在していればマイナー警告アラームが再度アサートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、setおよび clearしきい値のデフォルト値 154 LCVと 145 PCVを使用して、T1チャネルグ

ループで 10秒間のリンクノイズモニタリングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# lnm minor-warning

次に、E1チャネルグループで setおよび clearしきい値を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/3/0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm minor-warning set line-code-violation 200
path-code-violation 80 duration 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm minor-warning clear line-code-violation 150
path-code-violation 75 duration 30

___________________
関連コマンド 説明コマンド

リンクノイズモニタリングの統計情報をクリアするか、または

状態をリセットします。

clearcontroller lnm,（1098ページ）

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモード
を開始します。

controller e1, （1110ページ）

controller t1, （1114ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、T1/E1リンク
でのノイズエラーのしきい値を指定します。これは、メジャー

lnmmajor-warning,（1154ページ）

警告イベントの通知と、このイベントからのリカバリに使用さ

れます。

リンクノイズモニタをイネーブルにして、T1/E1リンクでのノ
イズエラーのしきい値を指定します。これは、MLPPPバンド

lnm remove, （1160ページ）

ルリンクの削除のため、PPPにノイズ属性を通知するのに使用
されます。

リンクノイズモニタのメジャー、削除、およびマイナーのイベ

ントとアラームのロギングをイネーブルにします。

lnm syslog, （1163ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollerse1,（1179ページ）

T1または E1リンクの LNMに関する情報を表示します。show controllers lnm, （1189ペー
ジ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1,（1193ページ）
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lnm remove
リンクノイズモニタをイネーブルにして、マルチリンク PPP（MLPPP）バンドルリンクの削除
のため、ポイントツーポイントプロトコル（PPP）にノイズ属性を通知するのに使用される、T1/E1
リンクでのノイズエラーのしきい値を指定するには、T1または E1コントローラコンフィギュ
レーションモードで lnm removeコマンドを使用します。 LNMしきい値に基づいてリンク削除の
シグナリングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

lnm remove [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]] [duration seconds]]

no lnm remove [{clear| set} [line-code-violation lcv-value [path-code-violation pcv-value]] [duration
seconds]]

___________________
構文の説明

（任意）setしきい値からのリカバリが発生し、「クリア済み」イベントが通
知された時期を特定するために使用されるラインコード違反（LCV）および
パスコード違反（PCV）のしきい値を指定します。 clearしきい値は、setし
きい値を超えることはできません。

clear

（任意）リンクにおけるPPPへのノイズ属性の通知に使用されるLCVとPCV
の上限しきい値を指定します。リンクのエラーがこの値以上の場合、ノイズ

属性が設定され、「超過」イベントが通知されます。

set

（任意）次の範囲で、LCVエラー（極性違反（BPV）または過剰ゼロ
（EXZ））のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は5～1544です。デフォルトは1544です。

• E1リンクに指定できる範囲は7～2048です。デフォルトは2048です。

line-code-violation
lcv-value

（任意）次の範囲で、PCVエラー（CRCエラー）のしきい値を指定します。

• T1リンクに指定できる範囲は 3～ 320です。デフォルトは 320です。

• E1インクに指定できる範囲は 5～ 832です。デフォルトは 831です。

path-code-violation
pcv-value

（任意）ノイズ属性を通知するためにリンクノイズエラーの数が setしきい
値を継続的に超える必要がある期間（秒）またはクリア済みイベントを通知

するために clearしきい値未満である必要がある期間（秒）を指定します。
指定できる範囲は 4～ 600です。デフォルトは 10です。

duration seconds

___________________
コマンドデフォルト リンクノイズモニタリングはディセーブルです。
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setまたは clearオプションを指定せずに lnm removeコマンドを実行した場合、デフォルトオプ
ションとして setがそのデフォルト値とともに使用されます。 clearオプションはデフォルトの set
しきい値と同じしきい値を継承します。

lnm removeコマンドを実行し、setオプションだけを設定する場合、setオプションに対して定義
されたしきい値は、clearしきい値としても使用されます。また、lnmremoveコマンドを実行し、
clearオプションだけを設定する場合、clearオプションに対して定義されたしきい値は、setしき
い値としても使用されます。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.1.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドは、フル T1または E1チャネルグループしか設定できません。フラクショナルリ
ンクや DS0リンクではサポートされていません。

lnm removeコマンドは lnm major-warningコマンドとともに設定することはできません。これら
は相互に排他的です。

削除しきい値は、lnmminor-warningコマンドで設定された値よりも大きくする必要があります。

LNMは、Telcordia（ベルコア）GR-253標準で定義されている階層レベル警告レポートをサポー
トします。階層警告レポートとは、上位のアラームがアサートされたときに、それよりも下位の

アラーム状態が抑制されることを意味します。上位のアラームがクリアされたときに、それより

も下位のアラームの状態がまだ続いているときは、そのアラームが再度アサートされます。

LNMでは、これは削除しきい値を超えて超過イベントが発生し、アラーム状態に到達した場合、
マイナー警告アラーム状態は抑制され、安定状態になることを意味します。マイナー超過イベン

トは、バイステートログからも削除されます。コントローラのバイステートログには、メジャー

警告に対する超過イベントが 1つだけ表示されます。メイン警告がクリアされると、条件がまだ
存在していればマイナー警告アラームが再度アサートされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、setおよび clearしきい値のデフォルト値 1544 LCVと 320 PCVを使用して、T1チャネルグ

ループでリンク削除のために PPPにノイズ属性を通知する 10秒間のリンクノイズモニタリング
をイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# lnm remove

次に、リンク削除のために PPPにノイズ属性を通知するために、E1チャネルグループでリンク
ノイズモニタリングの setおよび clearしきい値を指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/3/0/0/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm remove set line-code-violation 1500 path-code-violation
100 duration 30
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e1)# lnm remove clear line-code-violation 1400
path-code-violation 95 duration 30

___________________
関連コマンド 説明コマンド

リンクノイズモニタリングの統計情報をクリアするか、また

は状態をリセットします。

clear controller lnm, （1098ページ）

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller e1, （1110ページ）

controller t1, （1114ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにして、T1/E1リン
クでのノイズエラーのしきい値を指定します。これは、マイ

lnmminor-warning, （1157ページ）

ナー警告イベントの通知と、このイベントからのリカバリに

使用されます。

リンクノイズモニタのメジャー、削除、およびマイナーのイ

ベントとアラームのロギングをイネーブルにします。

lnm syslog, （1163ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ページ）

T1または E1リンクの LNMに関する情報を表示します。showcontrollers lnm,（1189ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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lnm syslog
リンクノイズモニタのメジャー、削除、およびマイナーのイベントとアラームのロギングをイ

ネーブルにするには、T1または E1コントローラコンフィギュレーションモードで lnm syslogコ
マンドを使用します。ロギングをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

lnm syslog

no lnm syslog

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト リンクノイズモニタリングメッセージおよびイベントのロギングはディセーブルです。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

LNM syslogメッセージをイネーブルにすると、大量のコンソールメッセージが作成されるこ
とがあります。これを回避し、LNMsyslogをディセーブルにする場合は、showcontrollers lnm
コマンドを使用して、最新のイベントメッセージと LNMの現在の状態を確認します。

注意

lnm syslogコマンドを使用して LNMイベントの syslogメッセージをイネーブルにすると、システ
ムログおよびログイベントバッファの両方にLNMメッセージが表示されます。『CiscoASR9000
Series Aggregation Services Router System Monitoring Command Reference』で説明されている show
logging events buffer bistate-alarms-setコマンドおよび show loggingコマンドを使用して、ログイ
ベントバッファに LNMイベントを表示できます。

LNMは、Telcordia（ベルコア）GR-253標準で定義されている階層レベル警告レポートをサポー
トします。階層警告レポートとは、上位のアラームがアサートされたときに、それよりも下位の
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アラーム状態が抑制されることを意味します。上位のアラームがクリアされたときに、それより

も下位のアラームの状態がまだ続いているときは、そのアラームが再度アサートされます。

LNMでは、これは継続的にメジャー警告しきい値以上になり超過イベントおよびアラーム状態が
発生した場合、マイナー警告アラーム状態は抑制され、安定状態に戻ることを意味します。マイ

ナー超過イベントは、バイステートログからも削除されます。メイン警告がクリアされると、条

件がまだ存在していればマイナー警告アラームが再度アサートされます。

コントローラのバイステートログには、メジャー警告に対する超過イベントが 1つだけ表示され
ます。したがって、設定済みのしきい値を超過するノイズが存在する場合は、1つのコントロー
ラに対してログメッセージが 1つだけ表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、リンクノイズモニタリングイベントのロギングをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/1/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# lnm syslog

Wed May 12 15:42:54.679 PDT
WARNING: Enabling 'lnm syslog' could result in large amount of messages depending on the
number of links configured.

___________________
関連コマンド

説明コマンド

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレー
ションモードを開始します。

controller e1, （1110ページ）

T1コントローラを設定し、T1コンフィギュレー
ションモードを開始します。

controller t1, （1114ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにし

て、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値
を指定します。これは、メジャー警告イベント

の通知と、このイベントからのリカバリに使用

されます。

lnm major-warning, （1154ページ）
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説明コマンド

リンクノイズモニタリングをイネーブルにし

て、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値
を指定します。これは、マイナー警告イベント

の通知と、このイベントからのリカバリに使用

されます。

lnm minor-warning, （1157ページ）

ロギングバッファの内容を表示します。show logging

ロギングイベントバッファのメッセージを表

示します。

show logging events buffer
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loopback（T1/E1）
チャネライズド T3コントローラの個々の T1または E1チャネルをループするには、T1または E1
コンフィギュレーションモードで loopbackコマンドを使用します。ループを削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

loopback {local| network {line| payload}| remote {line {fdl {ansi| bellcore}| inband}| payload fdl ansi}}

no loopback {local| network {line| payload}| remote {line {fdl {ansi| bellcore}| inband}| payload fdl
ansi}}

___________________
構文の説明 T1フレーマのルータに対して、ルータ出力データをループし、ネットワークに

対してアラーム表示信号（AIS）を送信します。
local

カプセル化 HDLCによる T1ループバック：

T1フレーマの前にネットワークの方向へデータをループバックし、ローカル
ループバックをハイレベルデータリンク制御（HDLC）コントローラ（回線）
に自動的に設定するか、またはペイロードデータを T1フレーマのネットワー
クの方向へループバックし、HDLCコントローラ（ペイロード）でローカル
ループバックを自動的に設定します。

カプセル化 PPPによる T1ループバック：

T1フレーマの前にネットワークの方向へデータをループバックし、ローカル
ループバックを PPPシリアルインターフェイス（回線）に自動的に設定する
か、またはペイロードデータをT1フレーマのネットワークの方向へループバッ
クし、PPPシリアルインターフェイス（ペイロード）でローカルループバッ
クを自動的に設定します。

network {line |
payload}

（T1のみ）ネットワーク回線ループバックに入ることを要求する、繰り返しの
16ビットの拡張スーパーフレーム（ESF）データリンクコードワード（FDL
ANSIの場合 00001110 11111111、FDLベルコアの場合 00010010 11111111）を
リモートエンドに送信します。

remote line fdl

（T1のみ）リモートエンドに、繰り返しの 5ビットインバンドパターン
（00001）を送信し、ネットワーク回線ループバックに入ることを要求します。

remote line
inband

（T1のみ）ネットワークペイロードループバックに入ることを要求する、繰
り返しの 16ビットの ESFデータリンクコードワード（00010100 11111111）
をリモートエンドに送信します。T1チャネルのリモートペイロードFDLANSI
ビットループバックをイネーブルにします。

remote payload
fdl

（T1のみ）ANSI T1.403仕様に基づいて T1チャネルのリモート回線ファシリ
ティデータリンク（FDL）ANSIビットループバックをイネーブルにします。

ansi
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（T1のみ）TR-TSY-000312仕様に基づいて T1チャネルのリモート SmartJack
ループバックをイネーブルにします。

bellcore

___________________
コマンドデフォルト ループは設定されていません。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されまし
た。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

トラブルシューティングのために loopbackコマンドを使用します。ループバックがインターフェ
イスで設定されていることを確認するには、EXECモードで show controllers t1または show
controllers e1コマンドを使用します。

E1回線では、localおよび networkオプションのみが有効です。 T1回線では、示されているすべ
てのオプションが有効です。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、ローカルループバックの T1を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1)# loopback local
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1データラインのフレームタイプを指定します。framing（E1）, （1144ページ）

T1データラインのフレームタイプを選択します。framing（T1）, （1148ページ）

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、お
よびソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、お
よびソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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loopback（T3/E3）
T3コントローラまたは E3コントローラの T3または E3回線全体をループするには（全 28の T1
チャネルまたは 21の E1チャネルすべて）、T3または E3コンフィギュレーションモードで
loopbackコマンドを使用します。ループを削除するには、このコマンドのno形式を使用します。

loopback {local| {network| remote {line| payload}}}

no loopback

___________________
構文の説明

ルータに対して、データをループし、ネットワークに対してアラーム表示

信号（AIS）を送信します。
local

フレーマ（line）を通過する前またはフレーマ（payload）を通過した後
に、ネットワークの方向へのループバックを設定します。

network {line |
payload}

リモートエンドに遠端アラームと制御（FEAC）要求を送信し、ネット
ワーク回線ループバックに入ることを要求します。FEAC要求（およびリ
モートループバック）は、T3がCビットフレーミングで設定されている
ときにのみ可能です。M23形式は、リモートループバックをサポートし
ません。

remote {line |
payload}

___________________
コマンドデフォルト ループは T3回線で設定されていません。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3設定のサポートが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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トラブルシューティングのために loopbackコマンドを使用します。ループバックがインターフェ
イスで設定されていることを確認するには、EXECモードで show controllers t3または show
controllers e3コマンドを使用します。リモートループバックは、Cビットパリティモードでだ
け有効です。

また、T1または E1コンフィギュレーションモードで loopbackコマンドを使用すると、各 T1ま
たは E1チャネルのループバックを設定できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、ローカルループバックの T3を設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/3/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# loopback local

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1データラインのフレームタイプを指定します。framing（E1）, （1144ページ）

T1データラインのフレームタイプを選択します。framing（T1）, （1148ページ）

チャネライズド T3コントローラの個々の T1または E1チャ
ネルをループします。

loopback（T1/E1）, （1166ページ）

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、お
よびソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e3, （1184ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、お
よびソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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mdl
ANSI T1.107a-1990仕様で定義されたメンテナンスデータリンク（MDL）メッセージを設定する
には、T3コンフィギュレーションモードで mdlコマンドを使用します。メッセージを削除する
には、このコマンドの no形式を使用します。

{mdl string {eic| fi| fic| gen-number| lic| port-number| unit} string| transmit {idle-signal| path| test-signal}
{disable| enable}}

{no mdl string {eic| fi| fic| gen-number| lic| port-number| unit} string| transmit {idle-signal| path|
test-signal} {disable| enable}}

___________________
構文の説明

装置識別コードを指定します。最大 10文字まで使用できます。string eic string

MDL Pathメッセージで送信される Facility Identification Codeを指
定します。最大 38文字まで使用できます。

string fi string

Frame Identification Codeを指定します。最大 10文字まで使用でき
ます。

string fic string

MDLTest Signalメッセージで送信されるジェネレータ番号ストリ
ングを指定します。最大 38文字まで使用できます。

string gen-number string

ロケーション識別コードを指定します。最大 11文字まで使用で
きます。

string lic string

MDL Idle Signalメッセージで送信されるポート番号ストリングを
指定します。最大 10文字まで使用できます。

string port-number string

ユニット識別コードを指定します。最大 6文字まで使用できま
す。

string unit string

MDL Idle Signalメッセージの送信を指定します。transmit idle-signal

MDL Pathメッセージの送信を指定します。transmit path

MDL Test Signalメッセージの送信を指定します。transmit test-signal

指定されたメッセージの送信をイネーブルまたはディセーブルに

します。

disable | enable

___________________
コマンドデフォルト MDLメッセージは設定されていません。
___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

MDL情報（受信したストリング）を表示するには、show controllers t3コマンドを使用します。
MDL情報は、フレーム構成が Cビットに設定されている場合に限り表示されます。

MDLは、DS3フレーム構成が C-bitパリティである場合にのみサポートされます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、スロット 1、サブスロット 2、ポート 0の T3コントローラに対するmdlコマンドの例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/1/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# clock source line
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl string eic ID
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl string fic Building B
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl string unit ABC
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl string fi Facility Z
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl string port-number Port 7
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl transmit path enable
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mdl transmit idle-signal enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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mode
T3/E3またはT1/E1コントローラのモードを設定するには、T3、E3、T1、またはE1コンフィギュ
レーションモードでmodeコマンドを使用します。コントローラモードをディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

mode {e1| serial| t1}

no mode {e1| serial| t1}

___________________
構文の説明

（T3および E3のみ）ポートのモードをチャネライズド E1に指定します。e1

（T3およびE3のみ）ポートのモードをクリアチャネルシリアルに指定します。
2ポートおよび 4ポートクリアチャネル T3/E3 SPAのデフォルトは serialです。

serial

（T3および E3のみ）ポートのモードをチャネライズド T1に指定します。t1

___________________
コマンドデフォルト 2ポートチャネライズド OC-12/DS0 SPAにはデフォルトはありません。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3および E1コンフィギュレーションモードのサポートが
追加されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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コントローラに対して定義されたサブインターフェイスがない場合だけコントローラモードを変

更できます。たとえば、前に T3インターフェイスにチャネライズド T1サブインターフェイスを
定義し、このサブインターフェイスを E1サブインターフェイスまたはクリアチャネルインター
フェイスに変更する場合は、最初にサブインターフェイスをクリアする必要があります。そのた

めには、すべての定義済みT1/E1サブインターフェイスにno controller t1コマンドを使用します。
シリアルパラメータを定義している場合は、no interface serialコマンドも使用する必要がありま
す。

チャネライズド SPAでは、チャネライズドコントローラを設定するには、modeコマンドを使用
する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、T3ポートのモードをチャネライズド T1に変更する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# mode t1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラのE1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1,（1179ページ）

E3コントローラのE3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3,（1184ページ）

T1コントローラのT1リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t1, （1193ページ）

T3コントローラのT3リンク、ハードウェアドライバ、および
ソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers t3, （1202ページ）
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national bits（E1）
E1ポートの各国用予約ビットを指定するには、E1コンフィギュレーションモードで national bits
コマンドを使用します。デフォルトの各国用ビットに戻す場合は、このコマンドの no形式を使
用します。

national bits bits

no national bits bits

___________________
構文の説明

ビットパターン。指定できる値は 0～ 31です。デフォルト値は 0です。bits

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 0（0x1fに対応）です。

___________________
コマンドモード E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、E1コントローラの各国用ビットを指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# national bits 3
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e1, （1179ページ）
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national bits（E3）
E3ポートの各国用予約ビットパターンをイネーブルまたはディセーブルにするには、E3コンフィ
ギュレーションモードで national bitsコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコ
マンドの no形式を使用します。

national bits {disable| enable}

no national bits {disable| enable}

___________________
構文の説明 E3ポートの各国用予約ビットをディセーブルにします。disable

E3ポートの各国用予約ビットをイネーブルにします。デフォルトはenable
です。

enable

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは enableです。

___________________
コマンドモード E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、E3コントローラの各国用ビットをイネーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller e3 0/6/2/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-e3)# national bits enable

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers e3, （1184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インターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1178 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
national bits（E3）



show controllers e1
E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およびソフトウェアドライバに関する情
報を表示するには、EXECモードで show controllers e1コマンドを使用します。

show controllers e1 interface-path-id [all| bert| brief| internal-state| tabular]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

コントローラのすべての情報を表示します。all

内部 E1ビットエラーレートテストの結果を表示します。bert

E1コントローラのサマリー情報を表示します。brief

内部 E1状態情報を表示します。internal-state

表形式の E1コントローラ情報を表示します。tabular

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、単一の E1チャネルに対する show controllers e1コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers e1 0/1/0/0

E1 0/1/0/0 is down
timeslots:
Receiver has no alarms.
Framing is E1 CRC, Clock Source is internal
Data in current interval (0 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs

表 64：show controllers e1 のフィールドの説明

説明フィールド

E1チャネルが動作していません。チャネル状
態は、アップ、ダウン、または管理上のダウン

である可能性があります。ループバック状態が

(Locally Looped)または (Remotely Looped)によっ
て示されます。

E1 0/1/0/0 is down

E1チャネルに割り当てられている DS0タイム
スロット。

timeslots
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説明フィールド

E1コントローラによって検出されたしたアラー
ムは、ここに表示されます。表示される可能性

のあるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

Receiver has no alarms

チャネライズドコントローラでのフレーミング

タイプ。

Framing

クロックソースコントローラ。値は internalま
たは lineです。

Clock Source

ラインコード違反（LCV）は、累積時間に発生
したバイポーラ違反（BPV）および過剰ゼロ
（EXZ）の両方のカウントです。 EXZは、ゼ
ロ文字列の長さに関係なく LCVを 1つずつ増
加します。

Line Code Violations

すべてのDS3アプリケーションでは、Pビット
符号違反（PCV）エラーイベントはPビットパ
リティエラーイベントです。Pビットパリティ
エラーイベントは、対応するローカルで計算さ

れたコードと同一ではない DS3 Mフレームで
の受信 Pビットコードのオカレンスです。

P-bit Coding Violation

制御スリップ秒数（CSS）は、1つ以上の制御
スリップを含む 1秒間隔です。

Slip Secs

フレーム損失秒数（SELS）は、out-of-frameエ
ラーが検出された秒数です。

Fr Loss Secs

ラインエラー秒数（LES）は、1つ以上のライ
ンコード違反が検出された秒数です。

Line Err Secs
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説明フィールド

劣化した分（DM）は、推定エラーレートが
1E-6を超え、1E-3を超えない分数です。詳細
については、RFC1406の「Definitions ofManaged
Objects for DS1 and E1 Interface Types」を参照し
てください。

Degraded Mins

エラー秒数（ES）は、1つ以上のパス符号違
反、1つ以上の out-of-frame障害、1つ以上の制
御スリップイベントまたは検出されたAIS障害
があった秒数です。

Errored Secs

バーストエラー秒数（BES）は、320未満で 1
つ以上のパス符号違反エラーイベントがあり、

重大エラーフレーム障害がなく、着信AIS障害
がなかった秒数です。制御スリップはこのパラ

メータに含まれません。

Bursty Err Secs

重大エラー秒数（SES）は、320以上のパス符
号違反、1つ以上の out-of-frame障害、または 1
つ以上の検出された AIS障害があった秒数で
す。

Severely Err Secs

インターフェイスがこの間隔で使用可能ではな

かった UASと呼ばれる秒数。
Unavailable Secs

スタッフ秒数（SS）は、もう 1つのビットス
タッフィングが実行された秒数です。これは、

パルス密度エンフォーサーが出力ストリームの

潜在的な違反を検出し、それを避けるため、1
を挿入すると発生します。このようなビット

スタッフィングは、ユーザデータを破損させ、

ネットワークが不適切に設定されていることを

示します。この状況を診断するためにこのカウ

ンタを使用できます。

Stuffed Secs

パス障害（PFC）Near-end path failures

（PFCFE）Far-end path failures

（SAS）SEF/AIS Secs
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラを設定し、E1コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller e1, （1110ページ）
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show controllers e3
E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およびソフトウェアドライバに関する情
報を表示するには、EXECモードで show controllers e3コマンドを使用します。

show controllers e3 interface-path-id [all| bert| brief| internal-state| tabular]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

コントローラのすべての情報を表示します。all

内部 E3ビットエラーレートテストの結果を表示します。bert

E3コントローラのサマリー情報を表示します。brief

内部 E3状態情報を表示します。internal-state

表形式の E3コントローラ情報を表示します。tabular

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが、に追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、単一の E3チャネルに対する show controllers e3コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers e3 0/2/0/0

E3 0/2/0/0 is down
Transmitter is sending RAI.
Receiver has loss of frame.
Framing is G.751, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
Subrate is enabled. Mode: Cisco(default), Bandwidth: 34010 kbps
Remote accept is enabled
Remote fullrate has no request outstanding
Data in current interval (360 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
360 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

次に、単一の E3チャネルに対する tabularキーワードを指定した show controllers e3コマンドの
出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers e3 0/2/0/0 tabular

E3 0/2/0/0 is down
Transmitter is sending RAI.
Receiver has loss of frame.
Framing is G.751, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
Subrate is enabled. Mode: Cisco(default), Bandwidth: 34010 kbps
Remote accept is enabled
Remote fullrate has no request outstanding
INTERVAL LCV PCV CCV PES PSES SEFS UAS LES CES CSES
07:49-07:56 0 0 0 0 0 0 380 0 0 0
Data in current interval (380 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
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0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
380 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

表 65：show controllers e3 のフィールドの説明

説明フィールド

コントローラによって検出されたしたアラーム

は、ここに表示されます。表示される可能性の

あるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

Transmitter is sending RAI

コントローラでのフレーミングタイプ。値は

G.751または G.832です。
Framing

コントローラのラインコーディング形式。Line Code

チャネライズドコントローラのクロックソー

ス。値は internalまたは lineです。
Clock Source

15分ごとに 24時間の蓄積となる現在の累積時
間を示します。累積時間は 1～ 900秒です。
最も古い 15分間は 24時間の累積バッファの背
面から削除されます。

Data in current interval (seconds elapsed)

ラインコード違反（LCV）は、累積時間に発生
したバイポーラ違反（BPV）および過剰ゼロ
（EXZ）の両方のカウントです。 EXZは、ゼ
ロ文字列の長さに関係なく LCVを 1つずつ増
加します。

Line Code Violations

すべてのDS3アプリケーションでは、Pビット
符号違反（PCV）エラーイベントはPビットパ
リティエラーイベントです。Pビットパリティ
エラーイベントは、対応するローカルで計算さ

れたコードと同一ではない DS3 Mフレームで
の受信 Pビットコードのオカレンスです。

P-bit Coding Violation
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説明フィールド

Cビットパリティおよび SYNTRAN DS3アプ
リケーションでは、Cビット符号違反（CCV）
は、Cビットによって報告される符号違反数で
す。 Cビットパリティの場合は、累積間隔中
に発生したCPビットパリティエラー数です。
SYNTRANの場合は、累積間隔中に発生CRC-9
エラー数です。

C-bit Coding Violation

Pビットエラー秒数（PES）は、1つ以上の
PCV、1つ以上の out-of-frame障害、または検出
された着信AISがあった秒数です。このゲージ
は、使用不可秒数がカウントされた場合は増分

されません。

P-bit Err Secs

Pビット重大エラー秒数（PSES）は、44以上の
PCV、1つ以上の out-of-frame障害、または検出
された着信AISがあった秒数です。このゲージ
は、使用不可秒数がカウントされた場合は増分

されません。

P-bit Severely Err Secs

重大エラーフレーミング秒数（SEFS）は、1つ
以上の out-of-frame障害または検出された着信
AISがあった秒数です。

Severely Err Framing Secs

使用不可秒数（UAS）は、インターフェイスが
使用できない秒数のカウントによって計算され

ます。詳細については、RFC1407の「DS3MIB
Variables」を参照してください。

Unavailable Secs

ラインエラー秒数（LES）は、1つ以上の符号
違反または 1つ以上の LOS障害が発生した秒
数です。

Line Errored Secs

Cビットエラー秒数（CES）は、1つ以上の C
ビット符号違反（CCV）、1つ以上の
out-of-frame障害、または検出された着信 AIS
があった秒数です。このゲージは、UASがカ
ウントされた場合は増分されません。

C-bit Errored Secs

Cビット重大エラー秒数（CSES）は、44以上
の CCV、1つ以上の out-of-frame障害、または
検出された着信 AISがあった秒数です。この
ゲージは、UASがカウントされた場合は増分さ
れません。

C-bit Severely Errored Secs
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説明フィールド

過去 15分の累積時間を示します。Total Data (last 24 hours)

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラを設定し、E3コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller e3, （1112ページ）
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show controllers lnm
T1または E1リンクのリンクノイズモニタリング（LNM）に関する情報を表示するには、EXEC
コンフィギュレーションモードで、show controllers lnmコマンドを使用します。

show controllers {t1| e1} interface-path-id lnm [all| configuration| event| statistics]

___________________
構文の説明 T1コントローラの LNM情報を表示します。t1

E1コントローラの LNM情報を表示します。e1

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのコントローラのリストを

表示するには、show controllersコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

（任意）LNMの設定、状態、統計情報、およびイベント情報を表示しま
す。

all

（任意）LNMの設定および状態情報を表示します。これはデフォルトで
す。

configuration

（任意）最後の 5イベントに関する LNM情報を表示します。event

（任意）LNM統計情報を表示します。statistics

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド T1コントローラを指定する場合は、次の interface-path-idのガイドラインを使用
します。

•命名の表記法は rack/slot/module/port/T3Num/T1numです。

•値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。

•表記法の構成要素の説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

◦ T1num：T1コントローラ番号。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readsonet-sdh

___________________
例 次に、単一の T1チャネルに対する allキーワードを指定した show controllers t1 lnmコマンドの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/1/1/0/1/1 lnm all

Thu May 13 10:28:26.474 PDT

Controller T1 0/1/1/0/1/1

Syslog Monitoring type State Thresholds (lcv/pcv/duration)
--------------------------------------------------------------------
enabled minor-warning stable Set( 15/ 15/ 4) Clear( 15/ 15/ 4)

major-warning stable Set( 154/ 145/ 4) Clear( 154/ 145/ 4)

Monitoring type Minor-Warn Major-Warn
--------------- ------------ ------------
Create 1 1
Update 0 0
Delete 0 0
Clear 0 0
Noise Crossed 1 1
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Noise Cleared 1 1

Last Five Events
--------------------------------------------------------------------
MINWARNCROSS: Noise crossed minor-warn threshold at Thu May 13 09:54:10 2010
MAJWARNCROSS: Noise crossed major-warn threshold at Thu May 13 09:54:11 2010
MAJWARNCLEAR: Noise cleared major-warn threshold at Thu May 13 10:27:25 2010
MINWARNCLEAR: Noise cleared minor-warn threshold at Thu May 13 10:28:14 2010

次に、単一の T1チャネルに対する configurationキーワードを指定した show controllers t1 lnmコ
マンドの出力例を示します。

これは、キーワードオプションを指定せずに、show controllers lnmコマンドを実行した場合
に表示されるデフォルト出力でもあります。

（注）

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/1/1/0/1/1 lnm configuration

Thu May 13 10:28:26.474 PDT

Controller T1 0/1/1/0/1/1

Syslog Monitoring type State Thresholds (lcv/pcv/duration)
--------------------------------------------------------------------
enabled minor-warning stable Set( 15/ 15/ 4) Clear( 15/ 15/ 4)

major-warning stable Set( 154/ 145/ 4) Clear( 154/ 145/ 4)

次に、単一の T1チャネルに対する eventキーワードを使用した show controllers t1 lnmコマンド
の出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/1/1/0/1/1 lnm event

Thu May 13 10:28:26.474 PDT

Controller T1 0/1/1/0/1/1

Last Five Events
--------------------------------------------------------------------
MINWARNCROSS: Noise crossed minor-warn threshold at Thu May 13 09:54:10 2010
MAJWARNCROSS: Noise crossed major-warn threshold at Thu May 13 09:54:11 2010
MAJWARNCLEAR: Noise cleared major-warn threshold at Thu May 13 10:27:25 2010
MINWARNCLEAR: Noise cleared minor-warn threshold at Thu May 13 10:28:14 2010

次に、単一の T1チャネルに対する statisticsキーワードを指定した show controllers t1 lnmコマン
ドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/1/1/0/1/1 lnm statistics

Thu May 13 10:28:26.474 PDT

Controller T1 0/1/1/0/1/1

Monitoring type Minor-Warn Major-Warn
--------------- ------------ ------------
Create 1 1
Update 0 0
Delete 0 0
Clear 0 0
Noise Crossed 1 1
Noise Cleared 1 1
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

リンクノイズモニタリングの状態または統計

情報をクリアします。

clear controller lnm, （1098ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにし

て、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値
を指定します。これは、メジャー警告イベント

の通知と、このイベントからのリカバリに使用

されます。

lnm major-warning, （1154ページ）

リンクノイズモニタリングをイネーブルにし

て、T1/E1リンクでのノイズエラーのしきい値
を指定します。これは、マイナー警告イベント

の通知と、このイベントからのリカバリに使用

されます。

lnm minor-warning, （1157ページ）

ロギングバッファの内容を表示します。show logging

ロギングイベントバッファのメッセージを表

示します。

show logging events buffer
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show controllers t1
T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およびソフトウェアドライバに関する情
報を表示するには、EXECモードで show controllers t1コマンドを使用します。

show controllers t1 interface-path-id [all| bert| brief| internal-state| remote {performance brief| tabular}|
tabular]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスの

リストを表示するには、show interfacesコマンドを使用しま
す。

（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface-path-id

コントローラのすべての情報を表示します。all

内部 T1ビットエラーレートテストの結果を表示します。bert

T1コントローラのサマリー情報を表示します。brief

内部 T1状態情報を表示します。internal-state

簡潔なサマリーまたは表形式のリモートパフォーマンス情報を表示し

ます。

remote {performance brief
| tabular}

T1コントローラ情報を表形式で表示します。tabular

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネライズド T1コントローラを指定する場合は、次の interface-path-idのガイドラインを使用
します。

•命名の表記法は rack/slot/module/port/T3Num/T1numです。

•値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。

•表記法の構成要素の説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

◦ T1num：T1コントローラ番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

•仮想トリビュタリグループを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/vtg/vtです。
値を区切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の
説明は次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ vtg：仮想トリビュタリグループ。

◦ vt：仮想トリビュタリインスタンス。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface
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___________________
例 次に、単一の T1チャネルに対する briefキーワードを指定した show controllers t1コマンドの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/4/2/0/1 brief

T1 0/4/2/0/1 is up
mode: ATM
timeslots: 1-24
FDL per AT&T 54016 spec.
Receiver has no alarms.
Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is internal
Alarm Soaking Interval:

Alarm Declaring= 2500 msec
Alarm clearing = 10000 msec

Bert Test on controller port : T1 0/4/2/0/1
BERT test result (not running)

Test Pattern : Not Configured, Status : not running, Sync Detected : 0
Interval : 1 minute(s), Time Remain : 0 (ms)
Bit Errors (since BERT started): 0 bits,
Bits Received (since BERT started): 0 Kbits
Bit Errors (since last sync): 0 bits
Bits Received (since last sync): 0 Kbits

表 66：show controllers t1 brief のフィールドの説明

説明フィールド

T1チャネルが動作しています。チャネル状態
は、アップ、ダウン、または管理上のダウンで

ある可能性があります。ループバック状態が

(Locally Looped)または (Remotely Looped)によっ
て示されます。

T1 0/4/2/0/1 is up

T1コントローラのモード。ATMである可能性
があります。

mode

T1チャネルに割り当てられている DS0タイム
スロット。

timeslots

パフォーマンスモニタリングは、ANSI T1.403
仕様またはAT&T標準仕様番号 54016に基づく
ファシリティデータリンクを介して行われま

す。

FDL per spec-name spec.
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説明フィールド

T1コントローラによって検出されたしたアラー
ムは、ここに表示されます。表示される可能性

のあるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

Receiver has no alarms.

チャネライズドコントローラでのフレーミング

タイプ。値は、ESFまたは SFです。
Framing

チャネライズドコントローラのラインコーディ

ング形式。値は AMIまたは B8ZSです。
Line Code

T1チャネルのクロックソース。値は internal
または lineです。

Clock Source

次のアラームソーキング間隔の値：

• Alarmdeclarings：アラームが宣言されるま
での時間（ミリ秒）。

• Alarmclearing：アラームがクリアされるま
での時間（ミリ秒）。

Alarm Soaking Interval

BERTテストを実行できるコントローラポート
を示します。

Bert Test on controller port

現在のテストの状態を表します。次のいずれか

です。

• running：BERテストが進行中です。

• done：BERテストが完了しました。

• not running：BERテストはコントローラ上
で実行されていません。

BERT test result
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説明フィールド

ユーザがテストに選択したテストパターンを示

します。

Test Pattern

現在の同期状態（sync）を示します。Status

このテストの間に同期が検出された回数を示し

ます。

Sync Detected

テストの時間を示します。Interval

実行されているテストの残り時間を示します。

BERテストを終了すると、次のよう
なメッセージが表示されます。「Time
Remain : 2 minute(s) (unable to complete)
"(Unable to complete)" signifies that you
interrupted the test.」

（注）

Time Remain

テストが開始されてから検出されたビットエ

ラー。

Bit Errors (since BERT started)

テストの開始以降に受信したテストビットの総

数。

Bits Received (since BERT started)

同期が開始されてから検出されたビットエ

ラー。

Bit Errors (since last sync)

同期の開始以降に受信したテストビットの総

数。

Bits Received (since last sync)

次に、単一の T1チャネルに対する show controllers t1コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/4/2/0/1

T1 0/4/2/0/1 is up
mode: ATM
timeslots: 1-24
FDL per AT&T 54016 spec.
Receiver has no alarms.
Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is internal
Data in current interval (38 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs

Data in Interval 1:
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs
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Data in Interval 2:
0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs
0 Unavail Secs, 0 Stuffed Secs
0 Near-end path failures, 0 Far-end path failures, 0 SEF/AIS Secs

.

.

.

次に、単一の T1チャネルに対する tabularキーワードを指定した show controllers t1コマンドの
出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t1 0/4/2/0/1 tabular

T1 0/4/2/0/1 is up
mode: ATM
timeslots: 1-24
FDL per AT&T 54016 spec.
Receiver has no alarms.
Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Clock Source is internal
INTERVAL LCV PCV CSS SEFS LES DM ES BES SES UAS SSS
08:30-08:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:15-08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00-08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:45-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30-07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:15-07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:00-07:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:45-07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:30-06:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:15-06:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06:00-06:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:45-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:30-05:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05:15-05:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.

.

.

表 67：show controllers t1 および show controllers t1 tabular のフィールドの説明

説明フィールド

T1チャネルが動作しています。チャネル状態
は、アップ、ダウン、または管理上のダウンで

ある可能性があります。ループバック状態が

(Locally Looped)または (Remotely Looped)によっ
て示されます。

T1 0/4/2/0/1 is up

T1コントローラのモード。ATMである可能性
があります。

mode

T1チャネルに割り当てられている DS0タイム
スロット。

timeslots
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説明フィールド

パフォーマンスモニタリングは、ANSI T1.403
仕様またはAT&T標準仕様番号 54016に基づく
ファシリティデータリンクを介して行われま

す。

FDL per spec-name spec.

T1コントローラによって検出されたしたアラー
ムは、ここに表示されます。表示される可能性

のあるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

Receiver has no alarms.

チャネライズドコントローラでのフレーミング

タイプ。値は、ESFまたは SFです。
Framing

チャネライズドコントローラのラインコーディ

ング形式。値は AMIまたは B8ZSです。
Line Code

T1チャネルのクロックソース。値は internal
または lineです。

Clock Source

15分ごとに 24時間の蓄積となる現在の累積時
間を示します。累積時間は 1～ 900秒です。
最も古い 15分間は 24時間の累積バッファの背
面から削除されます。

Data in current interval (seconds elapsed)

ラインコード違反（LCV）は、累積時間に発生
したバイポーラ違反（BPV）および過剰ゼロ
（EXZ）の両方のカウントです。 EXZは、ゼ
ロ文字列の長さに関係なく LCVを 1つずつ増
加します。

Line Code Violations

制御スリップ秒数（CSS）は、1つ以上の制御
スリップを含む 1秒間隔です。

Slip Secs

フレーム損失秒数（SELS）は、out-of-frameエ
ラーが検出された秒数です。

Fr Loss Secs
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説明フィールド

ラインエラー秒数（LES）は、1つ以上のライ
ンコード違反が検出された秒数です。

Line Err Secs

劣化した分（DM）は、推定エラーレートが
1E-6を超え、1E-3を超えない分数です。詳細
については、RFC1406の「Definitions ofManaged
Objects for DS1 and E1 Interface Types」を参照し
てください。

Degraded Mins

エラー秒数（ES）は、1つ以上のパス符号違
反、1つ以上の out-of-frame障害、1つ以上の制
御スリップイベントまたは検出されたAIS障害
があった秒数です。

Errored Secs

バーストエラー秒数（BES）は、320未満で 1
つ以上のパス符号違反エラーイベントがあり、

重大エラーフレーム障害がなく、着信AIS障害
がなかった秒数です。制御スリップはこのパラ

メータに含まれません。

Bursty Err Secs

重大エラー秒数（SES）は、320以上のパス符
号違反、1つ以上の out-of-frame障害、または 1
つ以上の検出された AIS障害があった秒数で
す。

Severely Err Secs

インターフェイスがこの間隔で使用可能ではな

かった UASと呼ばれる秒数。
Unavailable Secs

スタッフ秒数（SSS）は、もう 1つのビットス
タッフィングが実行された秒数です。これは、

パルス密度エンフォーサーが出力ストリームの

潜在的な違反を検出し、それを避けるため、1
を挿入すると発生します。このようなビット

スタッフィングは、ユーザデータを破損させ、

ネットワークが不適切に設定されていることを

示します。この状況を診断するためにこのカウ

ンタを使用できます。

Stuffed Secs

近端パス障害の合計数。Near-end path failures

遠端パス障害の合計数。Far-end path failures

重大エラーフレーミング（SEF）およびアラー
ム表示信号（AIS）エラーの合計数。

SEF/AIS Secs
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

controller t1, （1114ページ）
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show controllers t3
T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およびソフトウェアドライバに関する情
報を表示するには、EXECモードで show controllers t3コマンドを使用します。

show controllers t3 interface-path-id [all| bert| brief| internal-state| tabular]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

コントローラのすべての情報を表示します。all

内部 T3ビットエラーレートテストの結果を表示します。bert

コントローラのサマリー情報を表示します。brief

内部 T3状態情報を表示します。internal-state

表形式の T3コントローラ情報を表示します。tabular

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。
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• T3コントローラを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/port/T3numです。値を区
切るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は
次のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードまたは SIPの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号またはサブスロット（SPA用）。物理層インターフェイスモ
ジュール（PLIM）は、常に 0です。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

◦ T3num：T3コントローラ番号。

•仮想インターフェイスを指定する場合、番号の範囲は、インターフェイスタイプによって異
なります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、単一の T3チャネルに対する briefキーワードを指定した show controllers t3コマンドの出

力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t3 0/4/2/0/1 brief

T3 0/4/2/0 is up
No alarms detected.
mode: serial
MDL transmission is disabled
EIC: , LIC: , FIC: , UNIT:
Path FI:
Idle Signal PORT_NO:
Test Signal GEN_NO:

FEAC code received: No code is being received
Framing is C-BIT Parity, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
Alarm Soaking Interval:

Alarm Declaring= 2500 msec
Alarm clearing = 10000 msec

BERT test result (not running)
Test Pattern : Not Configured, Status : not running, Sync Detected : 0
Interval : 1 minute(s), Time Remain : 0 (ms)
Bit Errors (since BERT started): 0 bits,
Bits Received (since BERT started): 0 Kbits
Bit Errors (since last sync): 0 bits
Bits Received (since last sync): 0 Kbits
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表 68：show controllers t3 brief のフィールドの説明

説明フィールド

T3チャネルが動作しています。チャネル状態
は、アップ、ダウン、または管理上のダウンで

ある可能性があります。ループバック状態が

(Locally Looped)または (Remotely Looped)によっ
て示されます。

T3 0/4/2/0/1 is up

コントローラによって検出されたしたアラーム

は、ここに表示されます。表示される可能性の

あるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

No alarms detected

T3コントローラのモード。ATM、シリアル、
T1serial、または T1である可能性があります。

mode

メンテナンスデータリンクの状態（イネーブ

ルまたはディセーブル）およびMDLメッセー
ジフィールドの値。

MDL transmission

装置識別コード。EIC

ロケーション識別コード。LIC

フレーム識別コード。FIC

ユニット識別コード。UNIT

パス機能識別子。Path FI

Idle Signalメッセージを開始したポートを識別
します。

Idle Signal PORT_NO

Test Signalメッセージで送信されるジェネレー
タ番号。

Test Signal GEN_NO
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説明フィールド

遠端アラームコード要求が受信されているかど

うか。表示される可能性のある値は次のとおり

です。

• DS3 Eqpt. Failure (SA)

• DS3 LOS/HBER

• DS3 Out-of-Frame

• DS3 AIS Received

• DS3 IDLE Received

• DS3 Eqpt. Failure (NSA)

• Common Eqpt. Failure (NSA)

• Multiple DS1 LOS/HBER

• DS1 Eqpt. Failure

• Single DS1 LOS/HBER

• DS1 Eqpt. Failure (NSA)

• No code is being received

FEAC code received

チャネライズドコントローラでのフレーミング

タイプ。値は、auto-detect、M23、またはC-Bit
です。

Framing

チャネライズドコントローラのラインコーディ

ング形式。値は AMIまたは B8ZSです。
Line Code

チャネライズドコントローラのクロックソー

ス。値は internalまたは lineです。
Clock Source

次のアラームソーキング間隔の値：

• Alarmdeclarings：アラームが宣言されるま
での時間（ミリ秒）。

• Alarmclearing：アラームがクリアされるま
での時間（ミリ秒）。

Alarm Soaking Interval
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説明フィールド

現在のテストの状態を表します。次のいずれか

です。

• running：BERテストが進行中です。

• done：BERテストが完了しました。

• not running：BERテストはコントローラ上
で実行されていません。

BERT test result

ユーザがテストに選択したテストパターンを示

します。

Test Pattern

現在の同期状態（sync）を示します。Status

このテストの間に同期が検出された回数を示し

ます。

Sync Detected

テストの時間を示します。Interval

実行されているテストの残り時間を示します。

BERテストを終了すると、次のよう
なメッセージが表示されます。「Time
Remain : 2 minute(s) (unable to complete)
"(Unable to complete)" signifies that you
interrupted the test.」

（注）

Time Remain

テストが開始されてから検出されたビットエ

ラー。

Bit Errors (since BERT started)

テストの開始以降に受信したテストビットの総

数。

Bits Received (since BERT started)

同期が開始されてから検出されたビットエ

ラー。

Bit Errors (since last sync)

同期の開始以降に受信したテストビットの総

数。

Bits Received (since last sync)

次に、単一の T3チャネルに対する tabularキーワードを指定した show controllers t3コマンドの
出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers 0/4/2/0/1 tabular

T3 0/4/2/0/1 is up
INTERVAL LCV PCV CCV PES PSES SEFS UAS LES CES CSES
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09:00-09:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:45-09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30-08:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:15-08:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00-08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:45-08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:30-07:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.

.

.

次に、単一の T3チャネルに対する show controllers t3コマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers t3 0/4/2/0/1

T3 0/4/2/0/1 is up
No alarms detected.
mode: serial
MDL transmission is disabled
EIC: , LIC: , FIC: , UNIT:
Path FI:
Idle Signal PORT_NO:
Test Signal GEN_NO:

FEAC code received: No code is being received
Framing is C-BIT Parity, Line Code is B3ZS, Clock Source is Internal
Data in current interval (695 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Data in Interval 1:
0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Data in Interval 2:
0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

Data in Interval 3:
0 Line Code Violations, 0 P-bit Coding Violation
0 C-bit Coding Violation, 0 P-bit Err Secs
0 P-bit Severely Err Secs, 0 Severely Err Framing Secs
0 Unavailable Secs, 0 Line Errored Secs
0 C-bit Errored Secs, 0 C-bit Severely Errored Secs

.

.

.

表 69：show controllers t3 および show controllers t3 tabular のフィールドの説明

説明フィールド

T3チャネルが動作しています。チャネル状態
は、アップ、ダウン、または管理上のダウンで

ある可能性があります。ループバック状態が

(Locally Looped)または (Remotely Looped)によっ
て示されます。

T3 0/4/2/0/1 is up

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1207

Cisco ASR 9000 シリーズルータの T3、E3、T1、E1 コントローラコマンド
show controllers t3



説明フィールド

コントローラによって検出されたしたアラーム

は、ここに表示されます。表示される可能性の

あるアラームは次のとおりです。

• Transmitter is sending remote alarm.

• Transmitter is sending AIS.

• Receiver has loss of signal.

• Receiver is getting AIS.

• Receiver has loss of frame.

• Receiver has remote alarm.

• Receiver has no alarms.

No alarms detected

T3コントローラのモード。ATM、シリアル、
T1、または E1シリアルまたは T1ATMまたは
シリアルである可能性があります。

mode

メンテナンスデータリンクの状態（イネーブ

ルまたはディセーブル）およびMDLメッセー
ジフィールドの値。

MDL transmission

装置識別コード。EIC

ロケーション識別コード。LIC

フレーム識別コード。FIC

ユニット識別コード。UNIT

パス機能識別子。Path FI

Idle Signalメッセージを開始したポートを識別
します。

Idle Signal PORT_NO

Test Signalメッセージで送信されるジェネレー
タ番号。

Test Signal GEN_NO
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説明フィールド

遠端アラームコード要求が受信されているかど

うか。表示される可能性のある値は次のとおり

です。

• DS3 Eqpt. Failure (SA)

• DS3 LOS/HBER

• DS3 Out-of-Frame

• DS3 AIS Received

• DS3 IDLE Received

• DS3 Eqpt. Failure (NSA)

• Common Eqpt. Failure (NSA)

• Multiple DS1 LOS/HBER

• DS1 Eqpt. Failure

• Single DS1 LOS/HBER

• DS1 Eqpt. Failure (NSA)

• No code is being received

FEAC code received

チャネライズドコントローラでのフレーミング

タイプ。値は、M23または C-Bitです。
Framing

チャネライズドコントローラのラインコーディ

ング形式。値は AMIまたは B8ZSです。
Line Code

チャネライズドコントローラのクロックソー

ス。値は internalまたは lineです。
Clock Source

15分ごとに 24時間の蓄積となる現在の累積時
間を示します。累積時間は 1～ 900秒です。
最も古い 15分間は 24時間の累積バッファの背
面から削除されます。

Data in current interval (seconds elapsed)

ラインコード違反（LCV）は、累積時間に発生
したバイポーラ違反（BPV）および過剰ゼロ
（EXZ）の両方のカウントです。 EXZは、ゼ
ロ文字列の長さに関係なく LCVを 1つずつ増
加します。

Line Code Violations
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説明フィールド

すべてのDS3アプリケーションでは、Pビット
符号違反（PCV）エラーイベントはPビットパ
リティエラーイベントです。Pビットパリティ
エラーイベントは、対応するローカルで計算さ

れたコードと同一ではない DS3 Mフレームで
の受信 Pビットコードのオカレンスです。

P-bit Coding Violation

Cビットパリティおよび SYNTRAN DS3アプ
リケーションでは、Cビット符号違反（CCV）
は、Cビットによって報告される符号違反数で
す。 Cビットパリティの場合は、累積間隔中
に発生したCPビットパリティエラー数です。
SYNTRANの場合は、累積間隔中に発生CRC-9
エラー数です。

C-bit Coding Violation

Pビットエラー秒数（PES）は、1つ以上の
PCV、1つ以上の out-of-frame障害、または検出
された着信AISがあった秒数です。このゲージ
は、使用不可秒数がカウントされた場合は増分

されません。

P-bit Err Secs

Pビット重大エラー秒数（PSES）は、44以上の
PCV、1つ以上の out-of-frame障害、または検出
された着信AISがあった秒数です。このゲージ
は、使用不可秒数がカウントされた場合は増分

されません。

P-bit Severely Err Secs

重大エラーフレーミング秒数（SEFS）は、1つ
以上の out-of-frame障害または検出された着信
AISがあった秒数です。

Severely Err Framing Secs

使用不可秒数（UAS）は、インターフェイスが
使用できない秒数のカウントによって計算され

ます。詳細については、RFC1407の「DS3MIB
Variables」を参照してください。

Unavailable Secs

ラインエラー秒数（LES）は、1つ以上の符号
違反または 1つ以上の LOS障害が発生した秒
数です。

Line Errored Secs
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説明フィールド

Cビットエラー秒数（CES）は、1つ以上の C
ビット符号違反（CCV）、1つ以上の
out-of-frame障害、または検出された着信 AIS
があった秒数です。このゲージは、UASがカ
ウントされた場合は増分されません。

C-bit Errored Secs

Cビット重大エラー秒数（CSES）は、44以上
の CCV、1つ以上の out-of-frame障害、または
検出された着信 AISがあった秒数です。この
ゲージは、UASがカウントされた場合は増分さ
れません。

C-bit Severely Errored Secs

___________________
関連コマンド 説明コマンド

T3コントローラを設定し、T3コンフィギュレーションモー
ドを開始します。

controller t3, （1117ページ）
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shutdown（T1/E1）
T1またはE1コントローラをディセーブルにするには、T1またはE1コンフィギュレーションモー
ドで shutdownコマンドを使用します。ディセーブルになった T1または E1コントローラを再起
動するには、このコマンドの no形式を使用します。

shutdown

no shutdown

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

E1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E1コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

T1または E1コントローラをシャットダウンすると、インターフェイス上のすべての機能がディ
セーブルになり、ネットワークに AISアラームが送信されます。 shutdownコマンドにより、イ
ンターフェイスは使用不可とマーキングされます。コントローラがディセーブルかどうか確認す

るには、show controllers t1コマンドまたは show controllers e1コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、以前にシャットダウンされたコントローラを起動する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# no shutdown

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1コントローラの E1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e1, （1179ページ）

T1コントローラの T1リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t1, （1193ページ）
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shutdown（T3/E3）
T3またはE3コントローラをディセーブルにするには、T3またはE3コンフィギュレーションモー
ドで shutdownコマンドを使用します。ディセーブルになった T3または E3コントローラを再起
動するには、このコマンドの no形式を使用します。

shutdown

no shutdown

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード T3コンフィギュレーション

E3コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

E3コンフィギュレーションモードのサポートが追加されま
した。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

T3または E3コントローラをシャットダウンすると、インターフェイス上のすべての機能がディ
セーブルになり、ネットワークに AISアラームが送信されます。 shutdownコマンドにより、イ
ンターフェイスは使用不可とマーキングされます。コントローラがディセーブルかどうか確認す

るには、show controllers t3コマンドまたは show controllers e3コマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、以前にシャットダウンされたコントローラを起動する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t3 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t3)# no shutdown

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E3コントローラの E3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

showcontrollers e3, （1184ページ）

T3コントローラの T3リンク、ハードウェアドライバ、およ
びソフトウェアドライバに関する情報を表示します。

show controllers t3, （1202ページ）
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speed（DS0）
チャネルグループで基本となるDS0の速度を指定するには、チャネルグループコンフィギュレー
ションモードで speedコマンドを使用します。デフォルトの速度に戻すには、このコマンドのno
形式を使用します。

speed kbps

no speed kbps

___________________
構文の説明

基本となる DS0の速度（キロビット/秒（kBps））。有効値は 56と 64です。
デフォルト値は 64 kBpsです。

kbps

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの速度は 64 kbpsです。

___________________
コマンドモード T1のチャネルグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

チャネルグループ設定が有効になる前に、timeslotsコマンドを使用して、関連付けられたDS0タ
イムスロットを定義する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、基本となる DS0の速度が 56 kBpsとなるように定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# channel-group 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1-channel_group)# speed 56

___________________
関連コマンド 説明コマンド

1つまたは複数の DS0タイムスロットをチャネルグループに関
連付け、関連シリアルサブインターフェイスを作成します。

timeslots, （1218ページ）

DS0チャネルグループを設定し、チャネルグループコンフィ
ギュレーションモードを開始します。

channel-group, （1096ページ）
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timeslots
1つまたは複数の DS0タイムスロットをチャネルグループに関連付け、関連シリアルサブイン
ターフェイスを作成するには、チャネルグループコンフィギュレーションモードで timeslotsコ
マンドを使用します。DS0タイムスロットを割り当て解除し、関連シリアルインターフェイスを
削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

timeslots range

no timeslots

___________________
構文の説明 range

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード T1および E1のチャネルグループコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

タイムスロットの範囲は、チャネルグループに割り当てられたDS0タイムスロットと一致してい
る必要があります。サービスプロバイダーは、チャネルグループを構成する DS0タイムスロッ
トを定義します。

チャネルグループ設定が有効になる前に、timeslotsコマンドを使用して、関連付けられたDS0タ
イムスロットを定義する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh
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___________________
例 次に、チャネルグループ 5に DS0タイムスロット 1、6、8、9、および 10を関連付ける例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# channel-group 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1-channel_group)# timeslots 1:6:8-10

次に、リンクノイズモニタリングの設定時に必要なフル 24タイムスロットを 2ポートチャネラ
イズド OC-12/DS0 SPAに設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# channel-group 5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1-channel_group)# timeslots 1-24

___________________
関連コマンド 説明コマンド

E1データラインのフレームタイプを指定します。framing（E1）, （1144ページ）

T1データラインのフレームタイプを選択します。framing（T1）, （1148ページ）

チャネルグループで基本となるDS0の速度を指定します。speed（DS0）, （1216ページ）

DS0チャネルグループを設定し、チャネルグループコン
フィギュレーションモードを開始します。

channel-group, （1096ページ）
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yellow
T1イエローアラームの検出および生成をイネーブルにするには、T1コンフィギュレーション
モードで yellowコマンドを使用します。 T1イエローアラームの検出および生成をディセーブル
にするには、このコマンドの no形式を使用します。

yellow {detection| generation} {disable| enable}

no yellow {detection| generation} {disable| enable}

___________________
構文の説明

イエローアラームを検出します。detection

イエローアラームを生成します。generation

T1イエローアラームの検出または生成をディセーブルにします。disable

T1イエローアラームの検出または生成をイネーブルにします。デ
フォルトは enableです。

enable

___________________
コマンドデフォルト T1チャネルでイエローアラームが検出され、生成されます。

___________________
コマンドモード T1コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

T1フレーミングタイプがスーパーフレーム（SF）の場合、イエローアラームが SFフレーミン
グで誤って検出されることがあるため、イエローアラームの検出をディセーブルにすることを検

討する必要があります。

シリアルインターフェイスはフラップし、SFフレーミング使用して設定されている T1コント
ローラでイエローアラームの検出がディセーブルになっていない場合にダウン状態になる可能性

があります。
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yellowコマンドのデフォルトの状態はイネーブルです。イエローアラームの検出をディセーブル
にし、再度イネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。または、enableキー
ワードを使用できます。

yellowコマンドを適用できるのは T1回線だけです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writesonet-sdh

___________________
例 次に、イエローアラームの生成をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller t1 0/6/0/0/10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-t1e1)# yellow generation disable
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのトラフィッ
クミラーリングコマンド

ここでは、トラフィックミラーリングの設定およびモニタに使用されるコマンドについて説明

します。

• acl, 1224 ページ

• clear monitor-session counters, 1226 ページ

• destination interface, 1228 ページ

• destination pseudowire, 1230 ページ

• mirror first, 1232 ページ

• monitor-session, 1234 ページ

• monitor-session（インターフェイス）, 1236 ページ

• monitor-session（l2vpn）, 1238 ページ

• show monitor-session status, 1240 ページ

• show monitor-session counters, 1242 ページ
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acl
ACLベースのトラフィックミラーリングを設定するには、モニタセッションコンフィギュレー
ションモードで aclコマンドを使用します。 ACLベースのトラフィックミラーリングを停止す
るには、このコマンドの no形式を使用します。

acl

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード モニタセッションコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

aclコマンドを使用すると、ipv4 access-list、ipv6 access-list、ethernet-services access-listのいずれ
かのコマンドで定義されたグローバルインターフェイスアクセスリスト（ACL）の定義に従っ
て、トラフィックがミラーリングされます。

ミラーリング送信元ポートに対してaclコマンドが設定されていても、ACLコンフィギュレーショ
ンコマンドで captureキーワードが使用されていない場合は、トラフィックはミラーリングされ
ません。

ACL設定で captureキーワードが使用されていても、aclコマンドが送信元ポートに対して設定さ
れていない場合は、トラフィックはミラーリングされますが、アクセスリストコンフィギュレー

ションは適用されません。

___________________
例 次に、インターフェイスの ACLベースのトラフィックミラーリングを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# monitor-session tm_example
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# ethernet-services access-list tm_filter
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-es-acl)# 10 deny 0000.1234.5678 0000.abcd.abcd any capture
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-es-acl)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface GigabitEthernet0/2/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# monitor-session tm_example direction rx-only
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# acl
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# ethernet-services access-group tm_filter ingress
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# end

___________________
関連コマンド

説明コマンド

イーサネットサービス（レイヤ 2）のアクセス
リストを名前で定義します。

ethernet-services access-list

IPv4アクセスリストを名前で定義します。ipv4 access-list

IPv6アクセスリストを名前で定義します。ipv6 access-list
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clear monitor-session counters
トラフィックミラーリングのセッション統計情報をクリアするには、EXECモードで clear
monitor-session countersコマンドを使用します。

clear monitor-session counters [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

カウンタがクリアされるインターフェイスを識別します。interface

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリス

トを表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用
します。

interface-path-id

クリアされるモニタセッションの名前。session-name

___________________
コマンドデフォルト すべてのインターフェイスの保存された統計情報がすべてクリアされます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、トラフィックミラーリング統計情報のカウンタをクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:routerclear monitor-session counters
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destination interface
宛先インターフェイスをトラフィックミラーリングセッションに関連付けるには、モニタセッ

ションコンフィギュレーションモードで destination interfaceコマンドを使用します。指定され
た宛先を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

destination interface type interface-path-id

no destination interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

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

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用しま
す。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード モニタセッションコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定の宛先インターフェイスにトラフィックモニタリングセッションを割り当てるには、destination
interfaceコマンドを使用します。これはネットワークアナライザが接続されているポートです。
通常、これはモニタリングポートと呼ばれます。

宛先ポートの特性は、次のとおりです。
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•宛先ポートは送信元ポートと同じスイッチ上に存在する必要があります。

•任意のイーサネット物理ポートまたはEFPが宛先ポートなりますが、バンドルインターフェ
イスは宛先ポートにできません。

•いつでも、宛先ポートは1つのトラフィックミラーリングセッションだけに参加できます。
1つのトラフィックミラーリングセッションの宛先ポートは、別のトラフィックミラーリ
ングセッションの宛先ポートにできません。つまり、2つのモニタセッションの宛先ポー
トが同一であってはなりません。

•宛先ポートは、送信元ポートにはできません。

___________________
例 次に、トラフィックミラーリングセッションのモニタリングポートを設定する例を示します。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# monitor-session mon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mon)# destination interface gigabitethernet0/0/0/15
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destination pseudowire
疑似配線にミラーリングされたトラフィックを誘導するには、モニタセッションコンフィギュ

レーションモードで destination pseudowireコマンドを使用します。疑似配線の指定を削除する
には、このコマンドの no形式を使用します。

destination pseudowire

no destination pseudowire

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード モニタセッションコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

疑似配線にミラーリングされたトラフィックを誘導するには、destination pseudowireコマンドを
使用します。中央の場所のネットワークアナライザを使用して、トラフィックをモニタすること

ができます。モニタ対象トラフィックを複製する必要がある疑似配線を正確に定義するには、

monitor-session（l2vpn）, （1238ページ）コマンドを使用します。

___________________
例 次に、トラフィックミラーリングセッションのモニタリングポートを設定する例を示します。

RP/0/RP0/CPU0:router(config)# monitor-session mon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mon)# destination pseudowire
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

相互接続のセグメントの 1つとしてトラフィックモニタ
リングセッションをアタッチします。

monitor-session（l2vpn）,（1238ページ）
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mirror first
部分的なトラフィックミラーリングを設定するには、モニタセッションコンフィギュレーショ

ンモードでmirror firstコマンドを使用します。パケットの一部のミラーリングを停止するには、
このコマンドの no形式を使用します。

mirror first bytes

___________________
構文の説明

ミラーリングされたバイト数。有効値の範囲は、65～ 256です。bytes

___________________
コマンドデフォルト パケット全体がミラーリングされます。

___________________
コマンドモード モニタセッションコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

パケットの最初の 64～ 256バイトをミラーリングするには、mirror firstコマンドを使用します。
実際のミラーリングされたパケットは、部分パケットモニタリングサイズに 4バイトの末尾の
CRCを加算して設定されます。

___________________
例 次に、パケットの最初の 100バイトをミラーリングする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet0/0/0/11
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# monitor-session mon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-mon)# mirror first 100
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

トラフィックミラーリングセッションを定義し、モニタセッ

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

monitor-session, （1234ページ）
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monitor-session
トラフィックミラーリングセッションを定義し、モニタセッションコンフィギュレーション

モードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードで monitor-sessionコマンド
を使用します。トラフィックミラーリングセッションを削除するには、このコマンドの no形式
を使用します。

monitor-session session-name

no monitor-session session-name

___________________
構文の説明

設定するモニタセッションの名前。session-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のインターフェイスにモニタセッションを割り当てる前に、monitor-sessionコマンドを使用
してモニタセッションを設定する必要があります。 session-nameは任意のインターフェイス名と
同じにしないでください。

モニタセッションコンフィギュレーションモードで、destinationコマンドを使用して、トラ
フィックミラーリングセッションで使用する宛先インターフェイスを定義する必要があります。

___________________
例 次に、モニタセッション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)# monitor-session mon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-mon)#
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

宛先インターフェイスをトラフィックミラーリングセッ

ションに関連付けます。

destination interface, （1228ページ）
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monitor-session（インターフェイス）
特定のインターフェイスにトラフィックミラーリングセッションを関連付けるには、インター

フェイスコンフィギュレーションモードで monitor-sessionコマンドを使用します。トラフィッ
クミラーリングセッションとインターフェイス間のアソシエーションを削除するには、このコマ

ンドの no形式を使用します。

monitor-session session-name [direction {rx-only| tx-only}]

___________________
構文の説明

設定するモニタセッションの名前。session-name

トラフィックの複製が 1方向のみであることを指定します。direction

入力トラフィックだけが複製されることを指定します。rx-only

出力トラフィックだけが複製されることを指定します。tx-only

___________________
コマンドデフォルト 入力トラフィックと出力トラフィックの両方を複製します。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

aclキーワードとmirror firstキーワードが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定のインターフェイスにトラフィックミラーリングセッションを割り当てる前に、monitor-session
グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用してトラフィックミラーリングセッション

を設定する必要があります。トラフィックミラーリングセッションが定義されたら、

monitor-sessionインターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、このセッション
を特定の送信元インターフェイスに関連付けます。関連付けられると、インターフェイスのすべ

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータインターフェイスおよびハードウェア
コンポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x

1236 OL-28450-01-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータのトラフィックミラーリングコマンド
monitor-session（インターフェイス）



ての指定トラフィックが、モニタセッション設定に定義されている宛先ロケーションに複製され

ます。

monitor-sessionインターフェイスコンフィギュレーションコマンドは、ミラーリングセッショ
ンの追加機能を設定するためのモニタセッションコンフィギュレーションモードも開始します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、モニタセッション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# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface gigabitethernet0/0/0/11
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if)# l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)# monitor-session mon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-mon)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

トラフィックミラーリングセッションを定義し、モニタセッ

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

monitor-session, （1234ページ）
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monitor-session（l2vpn）
相互接続のセグメントの 1つとしてトラフィックモニタリングセッションをアタッチするには、
ポイントツーポイント相互接続コンフィギュレーションモードでmonitor-sessionコマンドを使用
します。トラフィックミラーリングセッションと相互接続間のアソシエーションを削除するに

は、このコマンドの no形式を使用します。

monitor-session session-name

monitor-session session-name

___________________
構文の説明

設定するモニタセッションの名前。session-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード ポイントツーポイント相互接続コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

相互接続にトラフィックミラーリングセッションをアタッチする前に、monitor-sessionグローバ
ルコンフィギュレーションコマンドを使用してトラフィックミラーリングセッションを設定す

る必要があります。トラフィックミラーリングセッションが定義されたら、monitor-sessionポ
イントツーポイント相互接続コンフィギュレーションコマンドを使用して、相互接続のセグメン

トの 1つとしてこのセッションをアタッチします。アタッチされると、モニタ対象のインター
フェイス（モニタセッションに関連付けられているインターフェイス）から複製されたすべての

トラフィックが、相互接続の他のセグメントにアタッチされている疑似配線に複製されます。

session-name引数は、現在システムで使用されているインターフェイス名と異なっている必要があ
ります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writel2vpn

___________________
例 次に、xconnectのセグメントとしてトラフィックミラーリングセッションをアタッチする例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# l2vpn
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn)# xconnect group g1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc)# p2p xcon1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-l2vpn-xc-p2p)# monitor-session mon1

___________________
関連コマンド 説明コマンド

トラフィックミラーリングセッションを定義し、モニタセッ

ションコンフィギュレーションモードを開始します。

monitor-session, （1234ページ）
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show monitor-session status
設定されたトラフィックミラーリングセッションに関するステータス情報を表示するには、EXEC
モードで show monitor-session statusコマンドを使用します。

show monitor-session [ session-name ] status [detail] [errors]

___________________
構文の説明

設定するモニタセッションの名前。session-name

エラーの完全なエラー文字列を表示します。detail

すべてのセッションを表示しますが、エラーがある送信元インターフェ

イスのみが表示されます（エラーがある送信元インターフェイスがない

場合は、「No errors」が表示されます）。

errors

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

show monitor-sessions statusコマンドは、次の情報を表示します。

•セッションの宛先情報（インターフェイスの名前を含む）。

•宛先のステータス（インターフェイス状態）。

•送信元インターフェイスのリスト。

•適切に動作しているセッションを停止するソフトウェアまたはハードウェアのエラーなど、
その他の関連ステータス情報。別のコンポーネントとの相互作用からエラーが返された場
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合、詳細出力（標準表形式出力レポート）にエラーが発生し、ユーザに詳細出力を参照する

よう求める完全なエラー文字列のみが表示されます。

___________________
例 次に、show monitor-session statusコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show monitor-session status

Monitor-session foo
Destination interface GigabitEthernet 0/0/0/0
================================================================================
Source Interface Dir Status
--------------------- ---- ----------------------------------------------------
Gi0/1/0/0.10 Both Operational
Gi0/1/0/0.11 Rx Operational
Gi0/1/0/0.12 Tx Operational
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show monitor-session counters
トラフィックミラーリングセッションに関連する統計情報を表示するには、EXECモードでshow
monitor-session countersコマンドを使用します。

show monitor-session [ session-name ] counters

___________________
構文の説明

設定するモニタセッションの名前。session-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.1

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

showmonitor-sessions countersコマンドは、すべての送信元インターフェイスのリスト、および各
インターフェイスの複製されたパケット統計情報を示します。各インターフェイスに関して表示

される統計情報のすべてのセットは次のとおりです。

•複製された入力パケットおよびオクテット

•複製された出力パケットおよびオクテット

•複製されないパケットおよびオクテット

___________________
例 次に、show monitor-session countersコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router show monitor-session 2 counters

Monitor session 2
GigabitEthernet 0/3/0/0.100:
Rx Replicated: 100 Packets 8000 Bytes
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Tx Replicated: 2 Packets 3000 Bytes
Non Replicated: 0 Packets 0 Bytes
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Cisco ASR 9000 シリーズルータのVLAN サブ
インターフェイスコマンド

ここでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで IEEE 802.1Q VLANを設定するためのコマンドライ
ンインターフェイス（CLI）コマンドについて説明します。

• dot1q vlan, 1246 ページ

• interface（VLAN）, 1249 ページ
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dot1q vlan
VLAN IDをサブインターフェイスに割り当てるには（または、サブインターフェイスに現在割り
当てられているVLANIDを変更するには）、サブインターフェイスコンフィギュレーションモー
ドで dot1q vlanコマンドを使用します。サブインターフェイスに割り当てられた VLAN IDを削
除するには、このコマンドの no形式を使用します。

Cisco IOS XRリリース 3.7.2以降では、dot1q vlanコマンドは encapsulation dot1qコマンドに
置き換えられています。詳細については、encapsulationdot1qコマンドを参照してください。

（注）

dot1q vlan vlan-id [vlan-id2| any]

no dot1q vlan vlan-id

___________________
構文の説明

サブインターフェイスの ID。範囲は 1～ 4094です（0と 4095は予約済
み）。

vlan-id

（任意）Q-in-Q VLANペアのホスト VLANを識別します。 vlan-id2を、ホ
スト VLANを指定する数字に置き換えます。範囲は 1～ 4094です。

vlan-id2

（任意）Q-in任意の VLANペアのホスト VLANを識別します。any

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード サブインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加され、encapsulationdot1qコマンドに置き
換えられました。

リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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VLAN IDは、指定されたサブインターフェイスで 802.1Qタグ付きのパケットが送受信される場
所を指定します。トラフィックを送受信するには、802.1QVLANサブインターフェイスでVLAN
IDが設定されている必要があります。VLANIDがないと、サブインターフェイスはダウン状態の
まま維持されます。同じ物理インターフェイスに設定されたすべてのサブインターフェイスで

は、VLAN IDがすべて一意である必要があります。 VLAN IDを変更するには、新しい VLANが
同じ物理インターフェイスで使用されていない必要があります。VLANIDを交換するには、各デ
バイスの設定情報を削除し、IDを再設定する必要があります。

VLAN IDが割り当てられていない場合は、サブインターフェイスはトラフィックを渡しませ
ん。

（注）

dot1q vlanコマンドは、encapsulation dot1qコマンドに置き換えらていれます。引き続き、下
位互換性のために使用可能ですが、レイヤ3インターフェイスだけが対象です。 encapsulation
dot1qコマンドをそのまま使用する必要があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writevlan

___________________
例 次に、サブインターフェイスで VLAN IDと IPアドレスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# dot1q vlan 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv4 addr 10.0.0.1/24

次に、1つのQ-in-Q接続回線（AC）で両方のVLANにVLAN IDを設定する例を示します。この
場合、サブインターフェイスに受け入れられるには、着信トラフィックが両方のVLANIDに一致
する必要があります。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# dot1q vlan 10 20

次に、Q-in-任意の ACで VLAN IDを設定する例を示します。この場合は、すべての着信トラ
フィックに 2つのVLANタグが必要です。外部VLANIDは設定された値に一致する必要があり、
内部 VLAN IDには任意の値を指定できます。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/2/0/4.1 l2transport
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# dot1q vlan 10 any
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___________________
関連コマンド 説明コマンド

802.1Q VLANトラフィックのトランキングを行う物理インター
フェイスのネイティブ VLAN IDを割り当てます。

dot1q native vlan

ルータまたは特定のノードで設定されたすべてのインターフェイ

スの統計情報を表示します。

show interfaces, （582ページ）
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interface（VLAN）
VLANサブインターフェイスを作成するには、グローバルコンフィギュレーションモードで
interfaceコマンドを使用します。サブインターフェイスを削除するには、このコマンドの no形
式を使用します。

interface type interface-path-id.subinterface [l2transport]

no interface type interface-path-id.subinterface [l2transport]

___________________
構文の説明 VLANを作成するイーサネットインターフェイスのタイプ。

GigabitEthernet、TenGigE、または Bundle-Etherを入力します。
type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス、その後にサブイ

ンターフェイス IDが続きます。命名の表記法は、
interface-path-id.subinterfaceです。表記の一部としてサブインターフェ
イス値の前にピリオドが必要です。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を
使用します。

interface-path-id.subinterface

指定された VLANインターフェイスでレイヤ 2送信ポートモードを
イネーブルにし、レイヤ 2送信コンフィギュレーションモードを開
始します。 l2transportキーワードは、VLANインターフェイスを L2
モードで作成し、L2VPNとローカルスイッチングで使用できるよう
にします。

l2transport

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

interface-path-id引数の場合、次のガイドラインを使用します。

•物理インターフェイスを指定する場合、命名の表記法は rack/slot/module/portです。値を区切
るスラッシュ（/）は、表記の一部として必須です。命名の表記法の各構成要素の説明は次
のとおりです。

◦ rack：ラックのシャーシ番号。

◦ slot：ラインカードの物理スロット番号。

◦ module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、常に 0で
す。

◦ port：インターフェイスの物理ポート番号。

•イーサネットバンドルインターフェイスを指定する場合、範囲は 1～ 65535です。

subinterface引数の範囲は 0～ 4095です。

大量のサブインターフェイスを設定するには、interfaceコマンドを実行する前にすべての設定デー
タを入力することを推奨します。

レイヤ 2とレイヤ 3の間でインターフェイスのモードを切り替えるには、最初にインターフェイ
スを削除してから、適切なモードで再設定する必要があります。

VLAN IDが割り当てられていない場合は、サブインターフェイスはトラフィックを渡しませ
ん。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writevlan

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットインターフェイスで VLANサブインターフェイスを設定する

例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# interface TenGigE 0/0/0/1.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# dot1q vlan 1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-subif)# ipv4 address 50.0.0.1/24
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次に、レイヤ 2送信ポートモードをイネーブルにしてVLANサブインターフェイスを作成し、そ
の VLANでレイヤ 2送信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)# interface GigabitEthernet 0/4/0/1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-if-l2)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

802.1QVLANトラフィックのトランキングを行う物理インターフェ
イスのネイティブ VLAN IDを割り当てます。

dot1q native vlan

VLANIDをサブインターフェイスに割り当てます（またはサブイン
ターフェイスに現在割り当てられているVLANIDを変更します）。

dot1q vlan, （1246ページ）
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Cisco ASR 9000 シリーズルータの 10 ギガビッ
トイーサネット WAN PHY コントローラコ
マンド

ここでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで 10ギガビットイーサネットWAN PHY物理コント
ローラを設定するために使用するコマンドについて説明します。

10ギガビットイーサネット（GE）インターフェイスコマンドの詳細については、「Ethernet
Interface Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ」モジュールを参照してください。

• clear controller wanphy, 1254 ページ

• clear counters wanphy, 1256 ページ

• controller wanphy, 1258 ページ

• show controllers wanphy, 1260 ページ
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clear controller wanphy
特定の 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラのアラームカウンタをクリアするに
は、EXECモードで clear controller wanphyコマンドを使用します。

clear controller wanphy interface-id stats

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。値の
間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、
常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番号から参
照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

interface-id

指定した 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラのアラームカウン
タをクリアします。

stats

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, write, executeinterface

___________________
例 次に、スロット 6の 10ギガビットイーサネットインターフェイスWAN PHYコントローラを設

定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # clear controller wanphy 0/6/0/0 stats

___________________
関連コマンド 説明コマンド

10ギガビットイーサネットWANPHYコントローラのアラー
ム、レジスタ、およびモジュール情報を表示します。

show controllers wanphy, （1260ペー
ジ）

特定の 10ギガビットイーサネットWAN PHYインターフェ
イスのアラームカウンタをクリアします。

clear counterswanphy,（1256ページ）
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clear counters wanphy
特定の 10ギガビットイーサネットWAN PHYインターフェイスのアラームカウンタをクリアす
るには、EXECモードで clear counters wanphyコマンドを使用します。

clear counters wanphy interface-id stats

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。値の
間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、
常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番号から参
照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

interface-id

指定した 10ギガビットイーサネットWANインターフェイスのアラームカウンタ
をクリアします。

stats

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, write, executeinterface

___________________
例 次に、10ギガビットイーサネットWANインターフェイスのアラームカウンタをクリアする例を

示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router # clear counters wanphy 0/6/0/0 stats

___________________
関連コマンド 説明コマンド

10ギガビットイーサネットWANPHYコントローラのアラー
ム、レジスタ、およびモジュール情報を表示します。

show controllers wanphy, （1260ペー
ジ）

特定の 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラ
のアラームカウンタをクリアします。

clear controller wanphy, （1254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インターフェイスおよびハードウェアコン
ポーネントのコマンドリファレンスリリース 4.3.x    

   OL-28450-01-J 1257

Cisco ASR 9000 シリーズルータの 10 ギガビットイーサネット WAN PHY コントローラコマンド
clear counters wanphy



controller wanphy
10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラを設定できるWAN物理コントローラコン
フィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードでcontroller
wanphyコマンドを使用します。 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラをデフォル
トに戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

controller wanphy interface-id

no controller wanphy interface-id

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。値の
間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）は、
常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番号から参照
されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

interface-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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no controller wanphyコマンドを使用して 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントロー
ラをデフォルト設定に戻した後に、10ギガビットイーサネット SPAの電源を再投入して、
モード設定の変更を有効にする必要があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writeinterface

___________________
例 次に、WAN PHYコントローラ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 # configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# controller wanphy 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-wanphy)#

___________________
関連コマンド 説明コマンド

10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラのア
ラーム、レジスタ、およびモジュール情報を表示します。

show controllers wanphy, （1260ペー
ジ）
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show controllers wanphy
10ギガビットイーサネットWANPHYコントローラのアラーム、レジスタ、およびモジュール情
報を表示するには、EXECモードで show controllers wanphyコマンドを使用します。

show controller wanphy interface-id [alarms| all| registers]

___________________
構文の説明

物理インターフェイスインスタンス。名前表記は rack/slot/module/portです。値
の間に表記の一部としてスラッシュが必要です。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インターフェイスモジュール（PLIM）
は、常に 0です。共有ポートアダプタ（SPA）は、そのサブスロット番号
から参照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番号。

ルータ構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用します。

interface-id

指定した 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラによって検出され
たアラームに関する情報を表示します。

alarms

指定した 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラのレジスタ、ア
ラーム、およびモジュール情報を表示します。

all

指定した 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントローラのレジスタを表示
します。

registers

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更内容リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readinterface

___________________
例 次に、allキーワードを指定した show controllers wanphyコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers wanphy 0/3/4/0 all

Interface: wanphy0_3_4_0
Configuration Mode: WAN Mode
SECTION
LOF = 1, LOS = 1, BIP(B1) = 2912

LINE
AIS = 1, RDI = 0, FEBE = 949, BIP(B2) = 48562

PATH
AIS = 1, RDI = 0, FEBE = 0, BIP(B2) = 0
LOP = 0, NEWPTR = 0, PSE = 0, NSE = 0

WIS ALARMS
SER = 9, FELCDP = 0, FEAISP = 0
WLOS = 1, PLCD = 0
LFEBIP = 47260, PBEC = 949

Active Alarms[All defects]: lof,
Active Alarms[Highest Alarms]: lof
Rx(K1/K2): N/A, Tx(K1/K2): N/A
S1S0 = N/A, C2 = N/A

PATH TRACE BUFFER
Remote IP addr: 000.000.000.000
BER thresholds: N/A
TCA thresholds: N/A

REGISTERS
P_FEBE : 949
L_FE_BIP: 47260
L_BIP : 48562
P_BEC : 949
S_BIP : 2912
J1-Rx0 : 0x3136
J1-Rx1 : 0x352e
J1-Rx2 : 0x3234
J1-Rx3 : 0x332e
J1-Rx4 : 0x3132
J1-Rx5 : 0x3900
J1-Rx6 : 0x3138
J1-Rx7 : 0x372e
Internal Information
Operational Mode : WAN Mode
Curent Alarms: 0x8
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表 70： show controllers wanphy コマンドの出力フィールド

説明フィールド

rack/slot/module/portの形式でWAN物理インター
フェイスを識別します。

• rack：ラックのシャーシ番号。

• slot：ラインカードの物理スロット番号。

• module：モジュール番号。物理層インター
フェイスモジュール（PLIM）は、常に 0
です。共有ポートアダプタ（SPA）は、
そのサブスロット番号から参照されます。

• port：インターフェイスの物理ポート番
号。

Interface

このコントローラで実行されている現在のコン

フィギュレーションモード。WANモードまた
は LANモードとなります。

Configuration Mode

次のセクションアラームを表示します。

• LOF：この接続のセクションのフレーミン
グ損失（LOF）エラーの数。 LOFアラー
ムは、このセクションに関連付けられたリ

ンクがダウンしていることを示しているた

め、重要です。

• LOS：この接続のセクションの信号消失
（LOS）エラーの数。 LOSアラームは、
このセクションに関連付けられたリンクが

ダウンしていることを示しているため、重

要です。

• BIP（B1）：このセクションの、指定した
しきい値を超過したビットインターリー

ブパリティ（BIP）B1エラーの数。

SECTION
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説明フィールド

次の回線アラームが表示されます。

• AIS：この回線のAISエラーの数。AISア
ラームは、回線がダウンしていることを示

しているため、重要です。

• RDI：リモート故障表示。

◦回線リモート障害表示が、ダウンス
トリーム LTEで LOF4、LOS5、また
は AIS6が検出されると報告されま
す。

◦パスリモート故障表示は、ダウンス
トリーム PTEで着信信号の障害が検
出されると報告されます。

• FEBE：この回線の遠端ブロックエラー
（FEBE）の数。M0またはM1バイトか
ら収集された回線 FEBEは、ダウンスト
リーム LTEが BIP7（B2）エラーを検出し
た場合に報告されます。

• BIP（B2）：この回線の、指定したしきい
値を超過したビットインターリーブパリ

ティ（BIP）B2エラーの数。

LINE
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説明フィールド

次のパスアラームが表示されます。

• AIS：このパスのAISエラーの数。AISア
ラームは、このパスに関連付けられた回線

がダウンしていることを示しているため、

重要です。

• RDI：このパスの RDIエラーの数。

• FEBE：このパスの FEBEエラーの数。G1
バイトから収集されたパスFEBEは、ダウ
ンストリーム PTEが BIP（B3）エラーを
検出した場合に報告されます。

• BIP（B2）：このパスの、指定したしきい
値を超過したビットインターリーブパリ

ティ（BIP）エラーの数。

• LOP：このパスのポインタ損失（LOP）エ
ラーの数。パス LOPは、無効なポインタ
（H1、H2）または新しいデータフラグ対
応表示の過剰な数の結果として報告されま

す。

• NEWPTR：SONETフレーマが新しい
SONETポインタ値（H1、H2）を検証した
回数の不正確なカウント。

• PSE：SONETフレーマが受信したポイン
タ（H1、H2）でポジティブなスタッフイ
ベント（PSE）を検出した回数の不正確な
カウント。

• NSE：SONETフレーマが受信したポイン
タ（H1、H2）でネガティブなスタッフイ
ベントを検出した回数の不正確なカウン

ト。

Cisco IOS XRソフトウェアリ
リース 3.5.0では、フィールド
RDIFEBEBIP(B2)NEWPTRPSENSE
にエラーが表示されません。

（注）

PATH
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説明フィールド

次のWAN相互接続サブレイヤ（WIS）レイヤ
アラームが表示されます。

• SER：重大エラー秒数（SER）エラーの数

• FELCDP：遠端 -コードグループ識別の損
失 -パス（FELCDP）エラーの数

• FEAISP：遠端 - AIS -パス（FEAISP）エ
ラーの数

• WLOS：WIS LOS（WLOS）エラーの数

• PLCD：パスのコードグループ識別の損失
（PLCD）エラーの数

• LFEBIP：回線 -遠端 -BIP（LFEBI）エラー
の数

• PBEC：パス -ブロックエラーカウンタ
（PBEC）エラーの数

アラームは、コントローラが

WAN-PHYモードで設定されている
場合にのみ適用されます。

（注）

WIS ALARMS

このインターフェイスの現在のアクティブア

ラームの合計数。

アラームは、コントローラが

WAN-PHYモードで設定されている
場合にのみ適用されます。

（注）

Active Alarms[All defects]

このインターフェイスの最も重要なアクティブ

アラームの合計数。これらのアラームによっ

て、インターフェイスの他のアラームが発生す

る可能性があります。

アラームは、コントローラが

WAN-PHYモードで設定されている
場合にのみ適用されます。

（注）

Active Alarms[Highest Alarms]

このインターフェイスによって受信された

SONETフレームの回線オーバーヘッド（LOH）
からのエラー K1/K2バイトの合計数。

Rx(K1/K2)

このインターフェイスによって送信された

SONETフレームの回線オーバーヘッド（LOH）
からのエラー K1/K2バイトの合計数。

Tx(K1/K2)
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説明フィールド

このインターフェイスのエラーペイロードポ

インタバイトの数。

S1S0

このインターフェイスのエラー STS ID（C1）
の数。

C2

遠端から受信したRx J1トレースバッファ。受
信データは、有効である場合、PATH TRACE
BUFFERフィールドの下に表示されます。

PATH TRACE BUFFER

この接続のリモートエンドの IPアドレスを含
むバイト文字列。受信データが無効な場合、こ

のフィールドには IPアドレスが表示されませ
ん。

Remote IP addr

10ギガビットイーサネットコントローラの指
定アラームの BERしきい値。

BER thresholds

10ギガビットイーサネットコントローラの指
定アラームの TCAしきい値。

TCA thresholds
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説明フィールド

REGISTERS
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説明フィールド

次のレジスタからの 16進数表記の出力が表示
されます。

• P_FEBE：このインターフェイスに関連付
けられているパスで発生した遠端ブロック

エラー（FEBE）の合計数。

• L_FE_BIP：このインターフェイスで発生
した遠端 BIPエラーの合計数。

• L_BIP：このインターフェイスで発生した
ローカル BIPエラーの合計数。

• P_BEC：このインターフェイスに関連付け
られているパスで発生した合計BIPエラー
カウント（BEC）。

• S_BIP：現在のセクションで発生した遠端
BIPエラーの合計数。

• J1-Rx0：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx1：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx2：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx3：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx4：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx5：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx6：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

• J1-Rx7：遠端 IPv4アドレスストリングの
文字。

Serdes-WIS HWレジスタ
P_FEBEL_FE_BIPL_BIPP_BECS_BIP

（注）

は、カウンタのデバッグに使用し、電

源再投入によってのみクリアされま

す。J1-Rxレジスタ（J1-Rx0～
J1-Rx7）は、Rx J1パストレースバッ
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説明フィールド

ファから受信した未加工の 16バイト
のデータで構成され、遠端から送信さ

れる IPv4アドレスをデバッグする場
合に使用します。

インターフェイスの次の内部情報が表示されま

す。

• Operational Mode：このコントローラの現
在の動作モード。WANモードまたはLAN
モードとなります。モード設定の変更後

にハードウェアの電源が再投入されたかど

うかを確認するために Operational Mode
フィールドを使用します。OperationalMode
フィールドに、Configuration Modeフィー
ルドとは異なる出力が表示された場合は、

モード設定の変更後にハードウェアの電源

が適切に再投入されていません。

• Current Alarms：このコントローラの現在
のすべてのアクティブアラームのビット

マップ。この情報はデバッグ目的に使用

します。

アラームは、コントローラが

WAN-PHYモードで設定されている
場合にのみ適用されます。

（注）

Internal Information

次に、alarmsキーワードを指定した show controllers wanphyコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers wanphy 0/3/4/0 alarms

Interface: wanphy0_3_4_0
Configuration Mode: WAN Mode
SECTION
LOF = 1, LOS = 1, BIP(B1) = 2912

LINE
AIS = 1, RDI = 0, FEBE = 949, BIP(B2) = 48562

PATH
AIS = 1, RDI = 0, FEBE = 0, BIP(B2) = 0
LOP = 0, NEWPTR = 0, PSE = 0, NSE = 0

WIS ALARMS
SER = 9, FELCDP = 0, FEAISP = 0
WLOS = 1, PLCD = 0
LFEBIP = 47260, PBEC = 949

Active Alarms[All defects]:
Active Alarms[Highest Alarms]:
Rx(K1/K2): N/A, Tx(K1/K2): N/A
S1S0 = N/A, C2 = N/A

PATH TRACE BUFFER
Remote IP addr: 981.761.542.321
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BER thresholds: N/A
TCA thresholds: N/A

show controllerswanphy interface-id alarmsコマンドの出力に表示されるアラーム情報については、
表 70： show controllers wanphyコマンドの出力フィールド, （1262ページ）で説明します。

次に、registersキーワードを指定した show controllers wanphyコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show controllers wanphy 0/3/4/0 registers
Interface: wanphy0_3_4_0

Configuration Mode: WAN Mode
REGISTERS
P_FEBE : 949
L_FE_BIP: 47260
L_BIP : 48562
P_BEC : 949
S_BIP : 2912
J1-Rx0 : 0x3136
J1-Rx1 : 0x352e
J1-Rx2 : 0x3234
J1-Rx3 : 0x332e
J1-Rx4 : 0x3132
J1-Rx5 : 0x3900
J1-Rx6 : 0x3138
J1-Rx7 : 0x372e
Internal Information
Operational Mode : WAN Mode
Curent Alarms: 0x0

show controllers wanphy interface-id registersコマンドの出力に表示されるレジスタについては、
表 70： show controllers wanphyコマンドの出力フィールド, （1262ページ）で説明します。

___________________
関連コマンド 説明コマンド

特定の 10ギガビットイーサネットWAN PHYコントロー
ラのアラームカウンタをクリアします。

clear controllerwanphy, （1254ページ）
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索引

A

aclコマンド 1224
action capabilities-conflictコマンド 180
action critical-eventコマンド 183
action discovery-timeoutコマンド 185
action dying-gaspコマンド 188
action high-thresholdコマンド 190
action remote-loopbackコマンド 192
action session-downコマンド 194
action session-upコマンド 197
action uni-directional link-faultコマンド 199
action wiring-conflictコマンド 202
admin-stateコマンド 3
aggregateコマンド 205
ais-shut（SONET）コマンド 960
ais-shut（SONETパス）コマンド 962
ais transmission upコマンド 211
ais transmissionコマンド 208
aps group（グローバル）コマンド 967
aps groupコマンド 964
authenticate（PGP）コマンド 971
auコマンド 969

B

b3-ber-prdiコマンド 973
backbone interfaceコマンド 637
bandwidth（グローバル）コマンド 556
bert e1コマンド 1074
bert e3コマンド 1077
bert errorコマンド 1080
bert intervalコマンド 1082
bert patternコマンド 1084
bert t1コマンド 1088
bert t3コマンド 1091

buckets archiveコマンド 213
buckets sizeコマンド 215
bundle-hashコマンド 639
bundle idコマンド 645
bundle load-balancing hashコマンド 649
bundle maximum-active linksコマンド 651
bundle minimum-active bandwidthコマンド 653
bundle minimum-active linksコマンド 655
bundle port-priorityコマンド 657
bundleコマンド 760

C

cablelengthコマンド 1094
carrier-delayコマンド 119
channel-groupコマンド 1096
channel localコマンド 975
channel remoteコマンド 978
clear controller backplane ethernet location statisticsコマンド 598
clear controller lnmコマンド 1098
clear controller t1コマンド 1101
clear controller t3コマンド 1104
clear controller wanphyコマンド 1254
clear counters sonetコマンド 980
clear counters wanphyコマンド 1256
clear ethernet cfm ccm-learning-database locationコマンド 217
clear ethernet cfm interface statisticsコマンド 219
clear ethernet cfm local mepsコマンド 221
clear ethernet cfm peer mepsコマンド 223
clear ethernet cfm traceroute-cacheコマンド 225
clear ethernet oam statisticsコマンド 229
clear ethernet sla statistics allコマンド 231
clear ethernet sla statistics on-demandコマンド 233
clear ethernet sla statistics profileコマンド 236
clear frame-relay lmi interfaceコマンド 483
clear frame-relay multilink interfaceコマンド 481
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clear interfaceコマンド 559
clear iphc ipv4コマンド 893
clear lacp countersコマンド 659
clear mac-accounting（イーサネット）コマンド 123
clear monitor-session countersコマンド 1226
clear ppp sso stateコマンド 799
clear ppp statisticsコマンド 801
clock source（SONET）コマンド 982
clock source（T1/E1）コマンド 1106
clock source（T3/E3）コマンド 1108
connection timeoutコマンド 241
continuity-check archive hold-timeコマンド 243
continuity-check intervalコマンド 245
continuity-check loss auto-tracerouteコマンド 247
controller dwdmコマンド 5
controller e1コマンド 1110
controller e3コマンド 1112
controller MgmtMultilinkコマンド 762
controller（SONET）コマンド 984
controller t1コマンド 1114
controller t3コマンド 1117
controller wanphyコマンド 1258
cos（CFM）コマンド 248
crc（PoS）コマンド 779
crc（シリアル）コマンド 895

D

dampeningコマンド 561
debug ethernet cfm packetsコマンド 250
debug ethernet cfm protocol-stateコマンド 253
delay clear（T1/E1）コマンド 1119
delay clear（T3/E3）コマンド 1121
delay clearコマンド 986
delay trigger（T1/E1）コマンド 1123
delay trigger（T3/E3）コマンド 1125
delay triggerコマンド 988
description（IPHCプロファイル）コマンド 897
description（T1/E1）コマンド 1127
description（T3/E3）コマンド 1129
destination interfaceコマンド 1228
destination pseudowireコマンド 1230
diagnostic monitor intervalコマンド 80
diagnostic monitor syslogコマンド 82
diagnostic monitor thresholdコマンド 84
diagnostic monitorコマンド 78

diagnostic ondemand action-on-failureコマンド 86
diagnostic ondemand iterationsコマンド 88
diagnostic scheduleコマンド 90
diagnostic startコマンド 92
diagnostic stopコマンド 94
domainコマンド 255
dot1q vlanコマンド 1246
down-when-looped（T1/E1）コマンド 1131
down-when-looped（T3/E3）コマンド 1133
down-when-loopedコマンド 990
dsu bandwidthコマンド 1135
dsu modeコマンド 1138
dsu remoteコマンド 1140
duplex（Management Ethernet）コマンド 750

E

efdコマンド 258
encap（PVC）コマンド 485
encapsulation frame-relayコマンド 487
encapsulation（PoS）コマンド 781
encapsulation pppコマンド 802
encapsulation（シリアル）コマンド 899
ethernet cfm（インターフェイス）コマンド 262
ethernet cfm（グローバル）コマンド 260
ethernet oam loopbackコマンド 268
ethernet oam profileコマンド 270
ethernet oamコマンド 266
ethernet sla on-demand operation type cfm-delay-measurement
probeコマンド 273
ethernet sla on-demand operation type cfm-loopback probeコマ
ンド 281
ethernet sla on-demand operation type cfm
synthetic-loss-measurement probeコマンド 289
ethernet slaコマンド 272

F

fdlコマンド 1142
feedback disableコマンド 901
flow-controlコマンド 125
fragment end-to-endコマンド 903
frame-period thresholdコマンド 300
frame-period windowコマンド 302
frame-relay intf-typeコマンド 489
frame-relay lmi-n391dteコマンド 492
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frame-relay lmi-n392dceコマンド 494
frame-relay lmi-n392dteコマンド 496
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frame-relay lmi-t391dteコマンド 502
frame-relay lmi-t392dceコマンド 504
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frame-relay lmi disableコマンド 491
frame-relay multilink ackコマンド 508
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