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, 2 ページ
• routed interface bvi, 5 ページ
• show interfaces bvi, 7 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

identifier

1～65535 の BVI インターフェイスの番号。

___________________
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

リリース

変更内容

リリース 4.0.1

このコマンドが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク ID を含むタスク グループに関連付けられているユー
ザ グループに属している必要があります。 ユーザ グループの割り当てのためにコマンドを使用
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 l2vpn bridge domain（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

___________________
例

タスク ID

操作

interface

read, write

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

コマンド

説明

routed interface bvi, （5 ページ） 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。
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コマンド

説明

show interfaces bvi, （7 ページ） 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 adjacency
show l2vpn bridge-domain（VPLS） 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。
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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

identifier

1～65535 の BVI インターフェイスの番号。

___________________
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

リリース

変更内容

リリース 4.0.1

このコマンドが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク ID を含むタスク グループに関連付けられているユー
ザ グループに属している必要があります。 ユーザ グループの割り当てのためにコマンドを使用
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

タスク ID

操作

l2vpn

read, write
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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

コマンド

説明

interface bvi, （2 ページ）

BVI インターフェイスを作成します。

l2vpn

L2VPN コンフィギュレーション モードを開始します。

bridge group（VPLS）

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-domain（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。

show interfaces bvi, （7 ページ） 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 adjacency
show l2vpn bridge-domain
（VPLS）

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。
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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

identifier

1～65535 の BVI インターフェイスの番号。

accounting

（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。

brief

（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。

description

（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。

detail

（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。

location location

（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。

___________________
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

リリース

変更内容

リリース 4.0.1

このコマンドが追加されました。

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク ID を含むタスク グループに関連付けられているユー
ザ グループに属している必要があります。 ユーザ グループの割り当てのためにコマンドを使用
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

___________________
例

タスク ID

操作

interface

read

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 1：show interfaces bvi のフィールドの説明

フィールド

説明

BVIx is

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。

line protocol 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。
（注）

Interface state transitions:

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。

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。
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フィールド

説明

Hardware is

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。

address is

BVI のレイヤ 2 MAC アドレス。

Description:

設定すると、インターフェイスの説明を表示し
ます。

Internet address is n.n.n.n/n

ドット付き 10 進表記の BVI のレイヤ 3 IP アド
レス。

MTU

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。

BW x Kbit

インターフェイスの現在の帯域幅（kbps）を表
示します。

Max:

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。

reliability

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。
（注）

reliability は 255 を分母とする分数と
して表示されます。

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

（注）

txload は 255 を分母とする分数として
表示されます。

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

（注）

rxload は 255 を分母とする分数として
表示されます。

Encapsulation

インターフェイスのレイヤ 2 のカプセル化。

loopback

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。
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フィールド

説明

ARP type

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 timeout

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。

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。

output

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。

Last clearing of "show interface" counters

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）。

5 minute input rate

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。
（注）

（注）

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。
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。
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フィールド

説明

5 minute output 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。
（注）

（注）

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。
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。

packets input

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。

bytes

インターフェイスで受信されたバイト数。

total input drops

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 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。

drops for unrecognized upper-level protocol

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。

Received x broadcast packets

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。

multicast 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。
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___________________
関連コマンド

フィールド

説明

packets output

インターフェイスから送信されたパケット数。

bytes

インターフェイスから正常に送信されたバイト
の総数。

total output drops

送信前にドロップされたパケット数。

Output x broadcast packets

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。

multicast 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。

コマンド

説明

interface bvi, （2 ページ）

BVI インターフェイスを作成します。

show l2vpn bridge-domain（VPLS）

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。
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