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Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 
20G ラインカードの設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G（ES20）ライン カードを Cisco 7600 シ
リーズ ルータで設定する方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

• 必要な設定作業（P.2-2）

• ハイ アベイラビリティ機能の設定（P.2-2）

• ES20 ラインカードにおける Unidirectional Ethernet（UDE; 単方向イーサネット）の設定

（P.2-2）

• Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）が設定されたポートにおける単方

向リンク検出（UDLD）の設定（P.2-7）

• レイヤ 2 機能の設定（P.2-12）

• EVC EtherChannel および LACP over EVC ポート チャネルの設定（P.2-13）

• EVC インターフェイスのカスタム Ethertype の設定（P.2-18）

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサー

ビス認識の設定（P.2-23）

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における MultiPoint Bridging over Ethernet 
の設定（P.2-30）

• User-to-Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）用のバックアップ 
インターフェイスの設定（P.2-36）

• EVC での L2 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の設定（P.2-44）

• スイッチポートおよびイーサネット仮想接続が設定されたポートにおけるブロードキャスト 
ストーム コントロールの設定（P.2-47）

• 非対称キャリア遅延の設定（P.2-51）

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティの設定（P.2-52）

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における VPLS 擬似回線の IGMP/PIM ス
ヌーピングの設定（P.2-67）

• MPLS 機能の設定（P.2-69）

• AToM の設定（P.2-69）

• MPLS TE CBTS の設定（P.2-73）

• Virtual Private LAN Service の設定（P.2-82）

• SVI ベースの IP/ルーテッド インターワーキングの設定（P.2-84）

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードのリセット（P.2-87）
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第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

必要な設定作業
システム イメージおよびコンフィギュレーション ファイルの管理については、ご使用の Cisco IOS ソ
フトウェア リリースに対応する『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』およ

び『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』を参照してください。

この章で使用するコマンドの詳細については、第 4 章「Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 
20G ラインカードのコマンド概要」および次の URL にある『Cisco IOS Release 12.2 SR Command 
References』を参照してください。
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122sr/cr/index.htm

また、関連する Cisco IOS ソフトウェア コマンド リファレンスおよびマスター インデックスも参照し

てください。これらのマニュアルの入手方法については、「関連資料」（P.-xii）を参照してください。

必要な設定作業
Cisco IOS Release 12.2SRB 以降、ES20 ラインカードで直接設定が必要となる機能はありません。

ES20 ラインカード自体に接続して設定する必要はありません。

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ライン
カードのスロットおよびサブスロットの識別

ES20 ラインカードでは、Enhanced Fast Software Upgrade（eFSU）を含む In-Service Software 
Upgrade（ISSU）がサポートされます。ISSU では、アクティブ スーパーバイザおよびスタンバイ 
スーパーバイザにおいて、さまざまなリリース レベルで Cisco IOS イメージのアップグレードおよび

ダウングレードを行うことができます。ISSU 手順は、ラインカード イメージのアップグレードおよび

ダウングレードにも適用されます。スーパーバイザ エンジン ソフトウェアのアップグレードまたはダ

ウングレード時に、新しいラインカード イメージを必要に応じてロードします。

詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/software/122sr/swcg/index.htm の
『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide』12.2SR を参照してください。

ハイ アベイラビリティ機能の設定
ここでは、ES20 ラインカード固有のハイ アベイラビリティ機能の設定について説明します。

ES20 ラインカードにおける Unidirectional Ethernet（UDE; 単方向イー
サネット）の設定 

単方向イーサネット（UDE）機能では、単方向リンク、つまり受信（Rx）専用モードまたは送信

（Tx）専用モードとして動作するインターフェイスを使用できます。単方向イーサネットでは、Gig 
Port での一方向トラフィックの送信または受信に、全二重動作用の 2 本の光ファイバではなく、光

ファイバを 1 本だけ使用します。

Uni Directional Link Routing（UDLR; 単方向リンク ルーティング）メカニズムを使用すると、単方向

リンクによって直接接続されるフィードとレシーバのセットを使用して、双方向リンクで接続されてい

るかのようにデータグラムを送信できます。
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第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

ハイ アベイラビリティ機能の設定
単方向ルーティングは、一方向に大量のデータ トラフィック フローがあり、かつ逆方向に少量の制御

トラフィック フローがあるアプリケーションで使用されます。

インターフェイスが単方向送信専用、または受信専用として設定された場合の処理は、次のようになり

ます。

• 送信専用として設定されたポートの場合、そのポートではデータの送信だけが行われ、受信データ

は無視されます。同様に、受信専用ポートはデータを送信しません。

• インターフェイスでは Unidirectional Link Detection（UDLD; 単方向リンク検出）が自動的にディ

セーブルになります。

• インターフェイスでは自動ネゴシエーションがディセーブルになります。

制約事項および使用上のガイドライン

ES20 ラインカードの UDE リンクには、次の制約事項が適用されます。

• 単方向リンク ルーティング（UDLR）はルーテッド ポートだけで設定されます。IPv4 アドレスは 
UDLR トンネルで設定します。各 UDE はスイッチド ポートまたはルーテッド ポートであり、別々

の UDLR トンネルがあります。UDLR では、バック チャネルによる双方向通信を処理します。

• 単方向リンクの設定により、Spanning Tree Protocol（STP; スパニング ツリー プロトコル）ルー

プが発生する場合があります。プロトコルを正しく設定して、ネットワークの問題を回避する必要

があります。

• 単方向リンクの場合、カプセル化およびトランク モードをそれぞれの側で手動で固定値に設定す

る必要があります。プロトコルではリンク タイプを認識しないため、ネゴシエーションの試行が

設定されている場合は、試行を継続します。単方向リンクの両側がネゴシエーションを行うと、受

信専用の側がトランクになり、送信専用の側がアクセスになるというトランク ミスマッチが発生

する場合があります。

• 送信専用の単方向リンクの場合、スイッチはネイバーに関する CDP 情報を受信できず、VLAN ミ
スマッチを検出できません。

• VTP サーバが単方向リンクのダウンストリームである場合、VTP は機能しません。送信専用の単

方向リンクの VTP プルーニングはディセーブルにすることを推奨します。

• Dot1x は ULDR に適合しません。

• スイッチとホスト間のリンクを単方向にすると、Internet Group Management Protocol（IGMP; イ
ンターネット グループ管理プロトコル）スヌーピングは機能しません。これは、ホストがスイッ

チからの IGMP クエリーを受信しないか、またはスイッチがホストからの IGMP レポートを受信

しないためです。

• 2 つのネットワーク デバイスが単方向リンクで接続されている場合、Address Resolution Protocol
（ARP; アドレス解決プロトコル）要求および応答メカニズムは機能しません。また、そのようなメ

カニズムに依存するプロトコルが正しく機能するように静的エントリを作成する必要があります。

• 単方向インターフェイスではリンク検出は機能しません。

• EtherChannel が設定された単方向イーサネットは、ES20 ラインカードではサポートされていません。

• 受信専用のトランシーバはサポートされていません。

• UDE はシングル ファイバだけでサポートされます。

• ISIS は UDE/UDLR では機能しません。

• UDE が Switch Virtual Interface（SVI; スイッチ仮想インターフェイス）を使用して設定されてい

る場合、Auto-RP ディスカバリ パケットは UDE の受信専用のポートでは受信されません。ルー

テッド ポートで設定された UDE リンクでは、この問題は発生しません。
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第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

ハイ アベイラビリティ機能の設定
• UDE が ES20 ポートで設定されている場合は、loopback mac コマンドを明示的に設定しません。

同様に、loopback mac が ES20 ポートで設定されている場合は、UDE を設定しません。

手順概要 

1. enable 

2. configure terminal

3. interface 

4. unidrectional {send-only | receive-only}

5. ip-address ip_address mask

詳細手順 

 

コマンド 目的 

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable 

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal 

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 interface 

例：
Router(config)# interface 
tengigabitethernet 1/0/0

インターフェイス モードを入力します。

ステップ 4 unidirectional {send-only | 
receive-only} 

例：
Router(config-if)# 
unidirectional send-only 

または 

Router(config-if)# 
unidirectional receive-only

単方向送信専用または単方向受信専用リンクとしてイン

ターフェイスを設定します。

（注） UDE をイネーブルにするには、リンクを送信専

用または受信専用として設定します。両方では設

定しません。

ステップ 5 ip-address {ip_address mask}

例：
Router(config-if)# ip address 
11.0.0.2 255.201.220.10 

IP アドレスとサブネット マスクを単方向リンクに割り当

てます。
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第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

ハイ アベイラビリティ機能の設定
例 

ルータ A の設定 

この例では、ルータ A のインターフェイス 10.1.0.1 は送信専用のポートとして設定され、11.0.0.1 か
ら 11.0.0.2 へ実行されるトンネルは受信専用のインターフェイスとして設定されます。

interface tengigabitethernet 1/0/0 
unidirectional send-only 
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0 
ip pim sparse-dense-mode 
!
! Configure tunnel as receive-only UDLR tunnel!
interfacetunnel 0 
tunnel source 11.0.0.1 
tunnel destination 11.0.0.2 
tunnel udlr receive-only tengigabitethernet 1/0/0 

ルータ B の設定

この例では、ルータ B のインターフェイス 10.1.0.2 は受信専用のポートとして設定され、11.0.0.2 から 
11.0.0.1 へ実行されるトンネルは受信専用のインターフェイスとして設定されます。

Config e.g 1 
interface tengigabitethernet 1/0/0 
unidirectional receive-only 
ip address 10.1.0.2 255.255.0.0 
ip pim sparse-dense-mode 
! 
! Configure tunnel as send-only UDLR tunnel. 
! 
interface tunnel 0 
tunnel source 11.0.0.2 
tunnel destination 11.0.0.1 
tunnel udlr send-only tengigabitethernet 1/2 
tunnel udlr address-resolution 
Config e.g 2 
interface GigabitEthernet1/0/0 
switchport 
switchport access vlan 100 
switchport mode access 
no ip address 
speed nonegotiate 
unidirectional send-only 

interface Vlan100 
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 
ip pim sparse-mode 

スイッチド ポートの UDE 設定

この例は、Open Shortest Path First（OSPF）がイネーブルにされた、SVI インターフェイスを使用す

るスイッチド ポートの UDE 設定を示しています。

Topology :

    [UDE-R1]-----UDE--------->[UDE-R2]
           <-------UDLR------- 

UDE-R1#sh run int gig2/0/5
Building configuration...
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第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

ハイ アベイラビリティ機能の設定
Current configuration : 165 bytes
!
interface GigabitEthernet2/0/5
 switchport
 switchport access vlan 300
 switchport mode access
 speed nonegotiate
 no mls qos trust
 unidirectional send-only
end

UDE-R1#sh run int tunnel 10
Building configuration...

Current configuration : 150 bytes
!
interface Tunnel10
 ip address 70.10.10.1 255.255.255.0
 tunnel source 50.0.0.1
 tunnel destination 50.0.0.2
 tunnel udlr receive-only Vlan300
end

UDE-R1#sh run int vlan 300
Building configuration...

Current configuration : 104 bytes
!
interface Vlan300
 ip address 90.90.90.99 255.255.255.0
 
end

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 20.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 90.90.90.0 0.0.0.255 area 0

############ config on R2####################

UDE-R2#sh run int gig2/0/1
Building configuration...

Current configuration : 170 bytes
!
interface GigabitEthernet2/0/1
 switchport
 switchport access vlan 300
 switchport mode access
 speed nonegotiate
 mls qos trust dscp
 unidirectional receive-only
end

UDE-R2#sh run int tunnel 10
Building configuration...

Current configuration : 179 bytes
!
interface Tunnel10
 ip address 70.10.10.2 255.255.255.0
 tunnel source 50.0.0.2
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ハイ アベイラビリティ機能の設定
 tunnel destination 50.0.0.1
 tunnel udlr send-only Vlan300
 tunnel udlr address-resolution
end

UDE-R2#sh run int vlan 300
Building configuration...

Current configuration : 82 bytes
!
interface Vlan300
 ip address 90.90.90.90 255.255.255.0
 end

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 30.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 network 90.90.90.0 0.0.0.255 area 0

検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）が設定され
たポートにおける単方向リンク検出（UDLD）の設定

UDLD（単方向リンク検出）はレイヤ 2 プロトコルであり、レイヤ 1 プロトコルと対話して、リンクの

物理ステータスを判断します。レイヤ 1 では、物理シグナリングと障害検出が自動ネゴシエーションさ

れます。UDLD はネイバー リンクを検出し、誤接続された LAN ポートを識別してディセーブルにし

ます。自動ネゴシエーションと UDLD をイネーブルにすると、レイヤ 1 およびレイヤ 2 検出によって、

物理的および論理的な単方向接続と他のプロトコルの誤動作が防止されます。

単方向リンクは、ローカル デバイスによって送信されたトラフィックをネイバー リンクが受信したと

きに発生しますが、ローカル デバイスはそのネイバーから送信されたトラフィックを受信しません。

自動ネゴシエーションがアクティブで、ペアの光ファイバのいずれかが切断されると、リンクはディ

セーブルになります。論理リンクは決定されず、UDLD では処理が実行されません。レイヤ 1 で両方

のファイバが正常である場合、レイヤ 2 の UDLD は、ファイバが正確に接続されており、トラフィッ

クが正しいネイバー間で双方向にリレーされているかどうかを判断します。このシナリオでは、自動ネ

ゴシエーションはレイヤ 1 で動作し、リンク ステータスはチェックされません。

シスコ独自の UDLD プロトコルは、ケーブルの物理設定を監視し、イーサネット ケーブルで LAN 
ポートに接続されたデバイスの単方向リンクを検出します。単方向リンクが検出された場合、UDLD 
は影響される LAN ポートをディセーブルにし、ユーザに警告します。

コマンド 目的

UDE-R1#sh interface interface-id unidirectional

Example:
UDE-R1# sh interface gigabitEthernet 2/0/5 unidirectional 

Unidirectional configuration mode: send only 
CDP neighbour unidirectional configuration mode: off

特定のインターフェイスにおける UDE 設定に関する情報を

表示します。
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ハイ アベイラビリティ機能の設定
Cisco 7600 シリーズ ルータは、UDLD が設定された LAN ポートのネイバー デバイスに、定期的に 
UDLD パケットを送信します。特定の時間内にパケットが返され、受信応答がない場合、リンクは単

方向と見なされ、LAN ポートはディセーブルになります。

制約事項およびユーザ ガイドライン

EVC が設定されたポートで UDLD を設定するときは、次の制約事項および使用上のガイドラインに従

います。

• ポートで設定できるのは UDLD だけです。

• 単方向リンクを識別してディセーブルにするには、両端のデバイスで UDLD がサポートされてい

る必要があります。

• サービス ブリッジドメインが使用可能である必要があります。

• カプセル化タイプは dot1q、QINQ、デフォルト EVC、またはタグなし EVC に設定されています。

（注） サービスタイプが connect または xconnect でカプセル化タイプがデフォルトまたはタグなしの EVC 
ポートで UDLD がイネーブルの場合、ポートはディセーブルです。

UDLD の詳細については、次の URL にある『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration 
Guide』12.2SX の「Ethernet Virtual Connection（EVC; イーサネット仮想接続）が設定されたポートに

おける単方向リンク検出（UDLD）の設定」を参照してください。

www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SXF/configuration/guide/swcg.html 

UDLD アグレッシブ モードの設定 

UDLD アグレッシブ モードはデフォルトでディセーブルであるため、UDLD アグレッシブ モードをサ

ポートするネットワーク デバイス間のポイントツーポイント リンクの UDLD アグレッシブ モードを

設定できます。

UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにした場合の処理は、次のようになります。

• UDLD ネイバー関係を持つ単方向リンクのポートでは、UDLD パケットを受信しません。

• UDLD はネイバーとの接続を再確立しようとします。

• リトライが 8 回失敗したあと、ポートはディセーブルになります。

スパニング ツリー ループを防ぐには、非アグレッシブ UDLD 値の間隔を 15 秒に設定します。これに

より、（デフォルトのスパニング ツリー パラメータによる）フォワーディング状態でのポートの移行の

ブロッキングの前に、単方向リンクはディセーブルになります。

UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにすることの利点は、次のとおりです。

• リンクの一方の側のポートはディセーブルになります（Tx と Rx の両方）。

• リンクの一方の側に障害が発生しても、リンクの他の側はイネーブルになります。

上記のシナリオでは、UDLD アグレッシブ モードはトラフィックが廃棄されるのを防止するポートを

ディセーブルにします。
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EVC が設定されたポートで UDLD をグローバルにイネーブルにする手順の概要 

1. enable

2. configure terminal

3. {udld | no udld} enable aggressive

4. exit

詳細手順

EVC が設定されたポートで個別の UDLD をイネーブルにする手順の概要 

1. interface type/ slot/ port

2. {udld port | no udld port } aggressive

3. show udld type/ slot/ port 

4. exit

UDLD の状態 結果

単方向リンクを検出する。 その EVC とのインターフェイスはディセーブル

になる。

EVC ブリッジドメインが設定されたポートでイ

ネーブルであり、カプセル化値はデフォルトまた

はタグなしに設定されている。

選択された EVC はシャットダウンされず、ポー

トがディセーブルになるのを防止する。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。パスワード

を要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 {udld | no udld} enable aggressive

例：
Router# show udld 1/0/0

UDLD アグレッシブ モードをイネーブルにします。

ステップ 4 exit コンフィギュレーション モードを終了します。
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詳細手順

EVC が設定されたポートで個別の UDLD をディセーブルにする手順の概要 

1. interface type/ slot/ port

2. {udld port | no udld port } disable

3. show udld type/ slot/ port

4. exit

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 interface type/ slot/ port

例：
Router(config)# gigethernet 1/0/0 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 {udld port | no udld port } 
aggressive

例：
Router(config-if)# udld port 
aggressive
Router(config-if)# no udld port 
aggressive

特定の LAN ポートの UDLD をイネーブルにします。

aggressive キーワードを入力してアグレッシブ モード

をイネーブルにします。光ファイバ LAN ポートでは、

このコマンドは udld enable グローバル コンフィギュ

レーション コマンドを無効にします。

または

光ファイバ以外の LAN ポートの UDLD をディセーブ

ルにします。

ステップ 3 show udld type/ slot/ port

例：
Router# show udld 1/0/0

設定を確認します。

ステップ 4 exit コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

ステップ 1 interface type/ slot/ port} 

例：
Router(config)# gigethernet 1/0/0 

設定する LAN ポートを選択します。

ステップ 2 {udld port | no udld port } disable

例：
Router(config-if)# udld port 
disable
Router(config-if)# no udld port 
disable

LAN ポートの UDLD をディセーブルにします。

または

udld enable グローバル コンフィギュレーション コマ

ンド設定に戻ります。

（注） このコマンドは、光ファイバ LAN ポートだけ

でサポートされます。
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EVC が設定されたディセーブルのポートで UDLD をリセットする手順の概要

1. udld reset 

詳細手順

例

次の例では、ルータ 1 のグローバル コンフィギュレーションの値が表示されます。

Router(config)#udld enable

次の例では、ルータ 1 の ESM20 ポートが表示されます。

Router(config)# inter gi 2/0/1
Router(config-if)# udld port aggressive 
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100 
Router(config-if-srv)# rewrite ingess tag translate 1-to2 dot1q 5 second-dot1q 5 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100

検証

show udld および show udld interface コマンドを実行して、EVC が設定されたポートの

イネーブルにされた UDLD を確認できます。

Interface Gi1/3
---Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 15
Time out interval: 5
Entry 1
    ---
    Expiration time: 37
    Cache Device index: 1
    Current neighbor state: Bidirectional
    Device ID: 011932118C0  
    Port ID: Gi1/1  
    Neighbor echo 1 device: 0FF71CA880

ステップ 3 show udld type/ slot/ port

例：
Router# show udld 1/0/0

設定を確認します。

ステップ 4 exit コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 udld reset 

例：
Router# udld reset

UDLD によってディセーブルにされたすべての LAN 
ポートをリセットします。
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    Neighbor echo 1 port: Gi1/3
 
    Message interval: 15
    Time out interval: 5
    CDP Device name: rish2 

ES20 ラインカードの ISSU サポート

ES20 ラインカードでは、Enhanced Fast Software Upgrade（eFSU）を含む In-Service Software 
Upgrade（ISSU）がサポートされます。ISSU では、アクティブ スーパーバイザおよびスタンバイ 
スーパーバイザにおいて、さまざまなリリース レベルで Cisco IOS イメージのアップグレードおよび

ダウングレードを行うことができます。ISSU 手順は、ラインカード イメージのアップグレードおよび

ダウングレードにも適用されます。スーパーバイザ エンジン ソフトウェアのアップグレードまたはダ

ウングレード時に、新しいラインカード イメージを必要に応じてロードします。

詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7600/software/122sr/swcg/index.htm の
『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide』12.2SR を参照してください。

レイヤ 2 機能の設定
ここでは、Cisco 7600 シリーズ ルータでのレイヤ 2 インターワーキング機能の設定に関する ES20 ラ
インカード固有の情報を示します。具体的な内容は次のとおりです。

• EVC EtherChannel および LACP over EVC ポート チャネルの設定（P.2-13）

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービス

認識の設定（P.2-23）

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における MultiPoint Bridging over Ethernet の設

定（P.2-30）

• User-to-Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）用のバックアップ イン

ターフェイスの設定（P.2-36）EVC EtherChannel および LACP over EVC ポート チャネルの設定

（P.2-13）

• EVC インターフェイスのカスタム Ethertype の設定（P.2-18）

• User-to-Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイス）用のバックアップ イン

ターフェイスの設定（P.2-36）

• EVC での L2 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の設定（P.2-44）

• スイッチポートおよびイーサネット仮想接続が設定されたポートにおけるブロードキャスト ス
トーム コントロールの設定（P.2-47）

• 非対称キャリア遅延の設定（P.2-51）

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティの設定（P.2-52）
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EVC EtherChannel および LACP over EVC ポート チャネルの設定

イーサネット リンク バンドルまたはポート チャネルは、 大 8 つの物理的なイーサネット リンクの集

合体で、1 つの L2/L3 転送用の論理リンクを形成します。バンドルされたイーサネット ポートを使用

すると、論理リンクのキャパシティが増加し、ハイ アベイラビリティおよび冗長性を得ることができ

ます。EVC EtherChannel 機能は、Ethernet Virtual Connection Service（EVCS）サービス インスタン

スで EtherChannel をサポートします。

EtherChannel の詳細、およびレイヤ 2 またはレイヤ 3 LAN ポートでの EtherChannel の設定の詳細に

ついては、

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SXF/configuration/guide/channel.html を参照

してください。

EVC EtherChannel 機能は、MultiPoint Bridging over Ethernet（MPBE）、ローカル接続、および 
xconnect の各サービス タイプをサポートします。IEEE 802.3ad/Link Aggregation Control Protocol

（LACP）は、ポート チャネルのアソシエーションを提供します。この機能は、バンドルされたイーサ

ネット リンクを介したサービス インスタンスをサポートします。

Ethernet Flow Point（EFP; イーサネット フロー ポイント）は、ポート チャネル上に設定されます。

EFP によって送信されたトラフィックは、メンバーリンク全体で負荷分散されます。ポート チャネル

上の EFP はグループ化され、各グループは、1 つのメンバーリンクに関連付けられます。1 つの EVC 
の入トラフィックは、バンドルのどのメンバーにも着信できます。EFP のすべての出トラフィックは、

メンバーリンクを 1 つだけ使用します。ロード バランシングは、EFP をグループ化して 1 つのメン

バーリンクに割り当てることで実行されます。

リンク バンドリング EVC のスケーラビリティは、シャーシあたり 8k です。ES20 カードのポート 
チャネル EVC スケーラビリティは、物理インターフェイス上に設定された EVC と同じ要因、および

メンバーリンク数、追加パラメータとして PXF 全体に分散された状態によって決まります。EVC ポー

ト チャネル Quality of Service（QoS）は、EVC QoS インフラストラクチャを利用します。

制約事項および使用上のガイドライン

EVC EtherChannel を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• ポート チャネルのメンバーリンクはすべて、Cisco 7600-ES20-GE ラインカード上に配置されます。

• ポート チャネル インターフェイスおよびメインインターフェイスでは、ブリッジドメイン、

xconnect、接続 EVC、スイッチポート、および IP サブインターフェイスが有効です。

（注） スイッチポートが設定されたポートの場合、サービス インスタンス イーサネット コマンドを使用し

て、データ トラフィックではなく OAM 要件をサポートするサービス インスタンスを作成できます。

• ポート チャネル上に設定され、LACP を使用する EVC では、タグなしまたはデフォルトのカプセ

ル化は使用できません。

• 物理ポートをチャネル グループの一部として設定する場合は、その物理ポートには EVC を設定で

きません。

• EVC ポート チャネルの一部である物理ポートには、スイッチ ポートを設定できません。

• 入力マイクロフロー ポリシングはサポートされていませんが、ポートチャネルの EVC に QoS ポ
リシーを適用できます。EVC での QoS の設定の詳細については、「Cisco 7600 シリーズ イーサ

ネット サービス 20G ラインカードにおける QoS の設定」を参照してください。

• 出力で EVCS に適用される HQoS とフラット ポリシーの場合、ポート チャネルに属する EVCS の
すべてのポリシーで保証される総帯域幅は、 大リンクレートを超えることはできません

（7600-ESM-20X1GE の場合 1 Gbps、7600-ESM-2X10GE の場合 10 Gbps）。
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• Cisco 7600-ES20-GE ラインカードを持つ EVC ポート チャネルでは bandwidth percent コマンド

は使用できません。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface port channel 

4. [no] ip address

5. [no] service instance id {Ethernet service-name}

6. encapsulation dot1q vlan-id

7. rewrite ingress tag {push {dot1q vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id 
dot1q vlan-id} | pop {1 | 2} | translate {1-to-1 {dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id}} 
[symmetric]

8. [no] bridge-domain bridge-id

9. channel-group 5 mode on | off 
または
channel-group 5 mode active | passive

（注） チャネル グループのコマンド オプション on/off は、ポート チャネルを EVC 経由で設定する場合に使

用できます。また、オプション active/passive は、ポート チャネルを EVC 経由で LACP と合わせて設

定する場合に使用できます。

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 Router(config)# interface port 
channel number 

ポート チャネル インターフェイスを作成します。

ステップ 4 Router(config-if)# ip address 
ip_address mask 

IP アドレスとサブネット マスクを EtherChannel に割

り当てます。
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ステップ 5 [no] service instance id {Ethernet 
[service-name]}

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 6 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 7 rewrite ingress tag {push {dot1q 
vlan-id | dot1q vlan-id 
second-dot1q vlan-id | dot1ad 
vlan-id dot1q vlan-id} | pop {1 | 
2} | translate {1-to-1 {dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 
dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id 
second-dot1q vlan-id | dot1ad 
vlan-id dot1q vlan-id}} [symmetric]

例：
Router(config-if-srv)# rewrite 
ingress tag push dot1q 20

サービス インスタンスへのフレーム入力で実行される

タグ操作を指定します。

ステップ 8 [no] bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-subif)# bridge domain 
12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 9 channel-group 5 mode on |off

例：
Router(config-if)# channel-group 5 
mode on
OR
channel-group 5 mode active 
|passive

例：
Router(config-if)# channel-group 5 
mode active

EVC ポート チャネルをイネーブルにします。

設定された EVC ポート チャネルの LACP をイネーブ

ルにします。

コマンド 目的
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例

次の例では、スロット 1 および 2 からの 3 本のメンバーリンク候補を持つ、単一のポート チャネル イ
ンターフェイスを作成します。

Router(config)# interface port channel5
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 350
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 350
!

Router(config-if)# service instance 2 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 400
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 350

Router(config-if)# service instance 3 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 500
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 370
!

Router(config)# interface port channel5.1
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1Q 500 second-dot1q 300
Router(config-if)# ip address 60.0.0.1 255.0.0.0
!

Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# channel-group 5 mode on

Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# channel-group 5 mode on

Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/1
Router(config-if)# channel-group 5 mode on

次に、標準的な QoS の設定例を示します。

Router(config)# interface port channel10
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# mls qos trust cos
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if)# service-policy input x
Router(config-if)# service-policy output y
Router(config-subif)# bridge-domain 1500

次に、1 つのインターフェイスで設定された EVC ポート チャネル上の LACP の設定例を示します。

Router(config-if)# channel-group 5 mode ?

active Enable LACP unconditionally

auto Enable PAgP only if a PAgP device is detected

desirable Enable PAgP unconditionally

on Enable EtherChannel only

passive Enable LACP only if a LACP device is detected

Router(config-if)#channel-group 5 mode active

Router(config-if)#channel-group 5 mode passive 
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次に、ファスト スイッチオーバー（冗長性 1：1）の LACP EVC ポート チャネルの設定の出力例を示

します。

ポート チャネルの設定

Router(config-if)#interface port channel102
Router(config-if)#mtu 9216
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#lacp fast-switchover
Router(config-if)#lacp max-bundle 1
Router(config-if)#service instance 50 ethernet
Router(config-if)# encapsulation dot1q 50
Router(config-if)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if)# service-policy output lacp-parent
Router(config-if)# bridge-domain 50

メンバーリンクの設定

Router(config-if)#interface GigabitEthernet3/0/12
Router(config-if)#mtu 9216
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no mls qos trust
Router(config-if)#lacp rate fast
Router(config-if)#channel-protocol lacp
Router(config-if)#channel-group 102 mode active

検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

EVC 設定を検証するには、次のコマンドを使用します。

Router# show ethernet service evc [id evc-id | interface 
interface-id] [detail] 

EVC ID を指定した場合は、指定 EVC に関する情報が表示さ

れ、インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス

のすべての EVC に関する情報が表示されます。detail オプ

ションを指定すると、EVC の詳細情報が表示されます。

Router# show ethernet service instance [id instance-id 
interface interface-id | interface interface-id] [detail]

1 つまたは複数のサービス インスタンスに関する情報が表示

されます。サービス インスタンス ID およびインターフェイ

スを指定した場合は、特定サービス インスタンスに関する

データだけが表示されます。インターフェイス ID だけを指

定した場合は、特定インターフェイスのすべてのサービス イ
ンスタンスのデータが表示されます。

Router# show ethernet service interface [interface-id] 
[detail] 

Port Data Block（PDB）の情報が表示されます。

LACP over EVC を検証するには、次のコマンドを使用します。

Router#show etherchannel 15 port channel ポート チャネル 15 の詳細が表示されます。このコマンドは 
EVC ポート チャネル、スイッチポート チャネル、L3 ポート 
チャネルで共通です。CLI は RP で実行されます。
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EVC インターフェイスのカスタム Ethertype の設定

カスタム Ethertype 機能は、ES20 ラインカードのイーサネット設定をカスタマイズします。この機能

を使用すると、ユーザは .1Q および QinQ パケットの外部タグで Ethertype を設定できます。カスタム 
Ethertype は、両方の EVC（802.1Q および QinQ）と QinQ ルーテッド サブインターフェイスでサ

ポートされます。デフォルトでは、Cisco 7600 シリーズ ルータは、.1Q および Q-in-Q 外部タグの 
Ethertype 0x8100 をサポートします。カスタム Ethertype 機能を使用して、ES20 ラインカードの各

ポートに対して次の Ethertype を設定できます。

• 0x8100 – 802.1q

• 0x9100 – Q-in-Q 

• 0x9200 – Q-in-Q

• 0x88a8 – 802.1ad 

次のコマンドを使用して、物理ポート内のカスタム Ethertype を設定できます。

dot1q tunneling ethertype <0x88A8 | 0x9100 | 0x9200> 

次の設定例では、Ethertype は 0x9100 に設定され、サービス インスタンスが作成され、書き換えが開

始されます。

interface GigabitEthernet 1/0/0
    dot1q tunneling ethertype 0x9100
    service instance <number> ethernet
        encapsulation dot1q <vlan 1> [second-dot1q <vlan 2>]
        Rewrite <Rewrite>

（注） 802.1q（0x8100）はデフォルトの Ethertype 設定です。

カスタム Ethertype 設定でサポートされる書き換えルール

書き換えによって、サービス プロバイダー ネットワーク内の 2 つのカスタマー サイト間で転送される

パケットの VLAN タグを追加または削除できます。

次の 2 つの書き換えタイプが Network Network Interface（NNI）でサポートされています。

• NNI での C-Tag の範囲なし

• NNI での C-Tag の範囲

NNI での C-Tag の範囲なしでサポートされる書き換え

カスタム Ethertype が NNI 物理インターフェイス内で設定され、VLAN 範囲が指定されない場合、プ

ロバイダー ブリッジに対して次の書き換えがサポートされます。

• encapsulation untagged の場合：

– 書き換えなし

– Rewrite ingress tag push dot1q vlan1 [second-dot1q vlan2] symmetric

• encapsulation default の場合：

– 書き換えなし

• encapsulation dot1q vlan の場合：

– 書き換えなし

– Rewrite ingress tag pop 1 symmetric
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– Rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan symmetric

– Rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q vlan 1 second-dot1q vlan 2 symmetric

• encapsulation dot1q vlan1 second-dot1q vlan2 の場合：

– 書き換えなし

– Rewrite ingress tag pop 1 symmetric

– Rewrite ingress tag pop 2 symmetric

– Rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan symmetric

– Rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q vlan 1 second dot1q vlan 2 symmetric

– Rewrite ingress tag translate 2-to-1 dot1q vlan symmetric

– Rewrite ingress tag translate 2-to-2 dot1q vlan 1 second-dot1q vlan 2 symmetric

NNI での C-Tag の範囲でサポートされる書き換え

VLAN 範囲が C-Tag で指定される場合、push 書き換えはサポートされません。C-Tag の VLAN 範囲

に対して次の書き換えがサポートされます。

• encapsulation dot1q vlan1 – vlan2 の場合：

– 書き換えなし

• encapsulation dot1q vlan1 second-dot1q vlan2 – vlan3 の場合：

– 書き換えなし

– Rewrite ingress tag pop 1 symmetric

– Rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q vlan symmetric

– Rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q vlan 1 second-dot1q vlan 2 symmetric

（注） カスタム Ethertype 設定時に階層プロバイダー ブリッジを回避するために、NNI インターフェイスは 
ingress push 書き換えをサポートしません（encap untagged を除く）。

制約事項および使用上のガイドライン

カスタム Ethertype を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• カスタム Ethertype は物理インターフェイスで設定され、物理インターフェイスのすべてのサービ

ス インスタンスおよびサブインターフェイスに適用できます。

• カスタム Ethertype はポート チャネルではサポートされません。

• カスタム Ethertype の混在はサポートされません。入力インターフェイス値を 
8100/9100/9200/88a8 として設定した場合、外部タグの対応する Ethertype 以外のトラフィックは

サポートされません。設定したカスタム Ethertype 以外の外部タグでパケットが受信された場合

は、タグなしとして扱われます。ただし、外部タグ 8100 のパケットが受信された場合は、設定し

たカスタム Ethertype に関係なく、タグが付いているパケットとして扱われます。

• カスタム Ethertype が connect/xconnect 設定の出力ポートで設定されている場合、出力ポートは 
vlan をフィルタリングせず、不一致の vlan は出力ポート経由でリレーされます。

次の例は、入出力ポートの設定を示しています。

Ingress configuration
Int Gi1/1
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Dot1q tunnel ethertype 0x9100
service instance 1 ethernet
Encap dot1q [second-dot1q]

Egress configuration
Int Gi1/1
Dot1q tunneling ethertype 0x9200
service instance 1 eth
Encap untagged

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet {ethernet |tengigabit Ethernet} 

4. dot1q tunneling ethertype [0x9100| 0x9200| 0x88A8]

5. service instance Ethernet id [Ethernet service name]

6. [no] encapsulation untagged, dot1q {any | vlan-id[vlan-id[vlain-id]} second-dot1q {any | 
vlan-id[vlan-id[vlan-id]]}

7. Rewrite ingress tag {push {dot1q vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id  dot1q vlan-id} | pop 
{1 | 2} | translate {1-to-1 {dot1q vlan-id}| 2-to-1 dot1q vlan-id }| 1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id dot1q vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id dot1q vlan-id}} symmetric

8. exit

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-num
ber] 
or 
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-num
ber] 

例：
Router# int Gigabit 1/0/0
Router# int Gigabit slot/port ES20
Router# interface Tengigabit 
slot/subslot/port 

設定するギガビット イーサネットまたは 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。
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例

カスタム Ethertype が設定された接続を使用するシングル タグ カプセル化

次の例では、カスタム Ethertype は、接続設定を使用してシングル タグ カプセル化で設定されます。

Router#sh running-config int Gi1/0/0
//Building configuration...
interface GigabitEthernet1/0/0
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100
 no mls qos trust
 service instance 1 ethernet
  encapsulation dot1q 10

interface GigabitEthernet1/0/2
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100

ステップ 4 dot1q tunneling ethertype [0x9100| 
0x9200| 0x88A8]

例：
Router# dot1q tunneling ethertype 
[0x9100 | 0x9200 | 0x88A8]

物理インターフェイスでカスタム Ethertype を 9100、
9200、または 88A8 として設定します。これは、この

設定した Ethertype が物理インターフェイスのすべての

サービス インスタンスによって使用されるためです。

ステップ 5 service instance Ethernet id 
[Ethernet service name]
Example:
Router# service instance Ethernet 
<id> [Ethernet service name]

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 6 [no] encapsulation untagged, dot1q 
{any | 
“<vlan-id>[,<vlan-id>[-<vlain-id>]]
”} second-dot1q {any | 
“<vlan-id>[,<vlan-id>[-<vlan-id>]]”
}

例：
Router# encap dot1q 100 second 
dot1q 200

入力 dot1q、QinQ、またはタグなしフレームをイン

ターフェイスで適切なサービス インスタンスに対して

マッピングする一致基準を定義します。

ステップ 7 Rewrite ingress tag {push {dot1q 
vlan-id | dot1q vlan-id 
second-dot1q vlan-id  dot1q 
vlan-id} | pop {1 | 2} | translate 
{1-to-1 {dot1q vlan-id}| 2-to-1 
dot1q vlan-id }| 1-to-2 {dot1q 
vlan-id second-dot1q vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1qvlan-id 
second-dot1q vlan-id dot1q 
vlan-id}} symmetric

例：
Router(config-if-srv)# Rewrite 
ingress tag push dot1q 20

書き換え動作を指定します。

ステップ 8 exit コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的
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 mls qos trust dscp
 service instance 1 ethernet
  encapsulation dot1q 10
Router)#connect LC1 GigabitEthernet 1/0/0 1 GigabitEthernet 1/0/2 1

ブリッジドメインを使用するシングル タグ カプセル化

次の例では、カスタム Ethertype は、ブリッジドメイン設定を使用してシングル タグ カプセル化で設

定されます。

interface GigabitEthernet1/0/0
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100
 no mls qos trust
 service instance 1 ethernet
  encapsulation dot1q 10
  bridge-domain 100

interface GigabitEthernet1/0/2
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100
 mls qos trust dscp
 service instance 1 ethernet
  encapsulation dot1q 10
  bridge-domain 100

xconnect を使用するシングル タグ カプセル化

次の例では、カスタム Ethertype は、xconnect 設定を使用してシングル タグ カプセル化で設定されま

す。

interface GigabitEthernet1/0/0
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100
 no mls qos trust
 service instance 1 ethernet
  encapsulation dot1q 10
  xconnect 3.3.3.3 10 encapsulation mpls

interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
 no mls qos trust
 mpls label protocol ldp
 mpls ip

サブインターフェイスを使用するカスタム Ethertype サポート

次の例では、カスタム Ethertype は、サブインターフェイスで設定されます。カスタム Ethertype は常に

メイン物理インターフェイスで設定され、QinQ カプセル化はサブインターフェイスで設定されます。

interface GigabitEthernet1/0/0
 no ip address
 dot1q tunneling ethertype 0x9100
 no mls qos trust
end
interface GigabitEthernet1/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10 second-dot1q 20
 ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
end
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検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ 
マッピングおよびサービス認識の設定

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービス認識

機能により、サービス プロバイダーは、アクセス ノードにおけるレイヤ 3 サブインターフェイスへの 
ダブルタグ dot1q フレームの終端に備えて、トリプルプレイ サービス、DSLAM からの住宅地のイン

ターネット アクセス、ビジネス レイヤ 2 およびレイヤ 3 Virtual Private Network（VPN; バーチャル プ
ライベート ネットワーク）を提供できます。

アクセス ノードは、7600-ESM-2X10GE または 7600-ESM-20X1GE で DSLAM に接続します。これ

により、VLAN タグによってカスタマー インスタンスを識別し、カスタマー インスタンスをさまざま

なサービスにマッピングできます。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービス認識は、

Ethernet Virtual Connection Service（EVCS）サービス インスタンスを介してだけサポートされます。

EVCS では、EVC（イーサネット仮想回線）およびサービス インスタンスのコンセプトが使用されま

す。EVC は、プロバイダーがお客様に提供しているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスのエンド

ツーエンド表現です。さまざまなパラメータが統合されて、サービスが提供されます。サービス イン

スタンスは、特定ルータの特定ポートにおける EVC をインスタンス化したものです。

図 2-1 には、DSLAM 方向のアクセス スイッチが VLAN 変換（選択的 QinQ）およびグルーミング機

能を提供し、Service Router（SR; サービス ルータ）がレイヤ 2 サービスまたはレイヤ 3 サービスに 
QinQ 終端を提供する、典型的なメトロ アーキテクチャを示しています。

コマンド 目的

Router# show ethernet service instance [id instance-id | 
interface interface-id | interface interface-id] [detail] 

次の情報を表示します。

• EVC ID を指定した場合は、特定の EVC

• インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス

のすべての EVC 

detail オプションを指定すると、EVC の詳細情報が表示され

ます。これは、カスタム Ethertype が物理ポートで設定され

ているかどうかを判別するために、ラインカード コンソール

のルート プロセッサで表示できます。
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図 2-1

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービス認識

は、次の機能を提供します。

• ローカル シグニフィカンスとの VLAN 接続（VLAN ローカル スイッチング）

– あるポートから受信した dot1q タグ トラフィックがタグの変更によって別のポートに相互接続

するシングル タグ イーサネット ローカル スイッチング。1 対 1 のマッピング サービスであ

り、MAC 学習は関連しません。

– あるポートから受信したダブル タグ トラフィックが両方のタグの変更によって別のポートに

相互接続するダブル タグ イーサネット ローカル スイッチング。ダブル タグのそれぞれの組み

合わせと相互接続のマッピングは 1 対 1 です。MAC 学習は関連しません。

• 選択的 QinQ（1 対 2 変換） 

– 相互接続：選択的 QinQ では受信 dot1q トラフィックに外部タグが追加され、レイヤ 2 スイッ

チングまたは EoMPLS でリモート エンドにトンネリングされます。

– レイヤ 2 スイッチング：選択的 QinQ では受信 dot1q トラフィックに外部タグが追加され、レ

イヤ 2 スイッチングが実行されて、別のサービスを追加するために外部タグに基づいて SVI が
許可されます。

• ダブル タグ変換（2 対 2 変換）レイヤ 2 スイッチング：2 つの受信タグ付きフレームがポップ処理

され、2 つの新しいタグがプッシュ処理されます。

• ダブル タグ終端（2 対 1 タグ変換） 

– Ethernet MultiPoint Bridging over Ethernet（MPBE）：着信ダブル タグがシングル dot1q タグ

に一意にマッピングされ、MPBE の実行に使用されます。

– ダブル タグ MPBE：入力ラインで入力パケットのダブル タグが使用され、ブリッジング 
VLAN が検索されます。ダブル タグはポップ処理され、出力ライン カードが新しいダブル タ
グを追加してパケットを送信します。
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– ダブル タグ ルーティング：通常の dot1q タグ ルーティングと同じですが、ダブル タグが使用

されて非表示 VLAN が識別されます。

• ローカル VLAN シグニフィカンス：VLAN タグがポートだけで重要になります。

• スケーラブル EoMPLS VC：シングル タグ パケットはトンネルで送信されます。

• QinQ ポリシングおよび QoS

• レイヤ 2 Protocol Data Unit（PDU; プロトコル データ ユニット）パケット：レイヤ 2 PDU にタグ

が付いている場合、パケットは透過的に転送されます。レイヤ 2 PDU にタグが付いていない場合、

パケットは物理ポート設定によって処理されます。

制約事項および使用上のガイドライン

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービス認識

を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• サービス スケーラビリティ：

– サービス インスタンス - 16,000 

– 入力マッチング ペア - 8,000 

– ブリッジドメイン - 16,000 

– ローカル スイッチング - 32,000

– Xconnect - 16,000 

– サブインターフェイス - 2,000

• QoS スケーラビリティ： 

– シェーピング - 2,000 親キュー、16,000 子キュー

– マーキング - 2,000 親キュー、16,000 子キュー

• Modular QoS CLI（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス）処理サポート：

– シェーピング

– 帯域幅

– ポリシーごとに 2 つのプライオリティ キュー

– set cos コマンド、set cos-inner コマンド、set cos cos-inner コマンド、set cos-inner cos コマ

ンド

– Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付けランダム早期検出）集約

– キュー制限 

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port[.subinterface-number] or interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number] 

4. [no] service instance id {Ethernet service-name}

5. encapsulation dot1q vlan-id
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6. rewrite ingress tag {push {dot1q vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id 
dot1q vlan-id} | pop {1 | 2} | translate {1-to-1 {dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id}} 
[symmetric]

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-num
ber] 
or 
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-num
ber] 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/0/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

• subinterface-number：（任意）セカンダリ イン

ターフェイス（サブインターフェイス）の番号を

指定します。

ステップ 4 [no] service instance id {Ethernet 
[service-name}

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC をインスタンス化した

もの）をインターフェイスで作成し、config-if-srv サ
ブモードにデバイスを設定します。
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例

シングル タグ VLAN 接続

次の例では、dot1q タグが 10 である着信フレームが TenGigabitEthernet1/0/1 に入ります。これは 
TenGigabitEthernet1/0/2 へインデックスで誘導され、dot1q タグ 11 で出力されます。MAC 学習は関

連しません。

! DSLAM facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric 
!L2 facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
! connect service
Router# connect EVC1 TenGigabitEthernet1/0/1 100 TenGigabitEthernet1/0/2 101

ダブル タグ VLAN 接続

次の例では、外部 dot1q タグが 10、内部タグが 20 である着信フレームが TenGigabitEthernet1/0/1 に
入ります。これは TenGigabitEthernet1/0/2 へインデックスで誘導され、外部 dot1q タグ 11 および内部

タグ 21 で出力されます。MAC 学習は関連しません。

! DSLAM facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q second-dot1q 20
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 6 rewrite ingress tag {push {dot1q 
vlan-id | dot1q vlan-id 
second-dot1q vlan-id | dot1ad 
vlan-id dot1q vlan-id} | pop {1 | 
2} | translate {1-to-1 {dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 
dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id 
second-dot1q vlan-id | dot1ad 
vlan-id dot1q vlan-id}} [symmetric]

例：
Router(config-if-srv)# rewrite 
ingress tag push dot1q 20

サービス インスタンスへのフレーム入力で実行される

タグ操作を指定します。

コマンド 目的
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!L2 facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11 second-dot1q 21
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric
! connect service
Router# connect EVC1 TenGigabitEthernet1/0/1 100 TenGigabitEthernet1/0/2 101

接続での選択的 QinQ

この設定では EoMPLS が使用され、パケット転送が実行されます。これはインデックスで誘導されます。

! DSLAM facing port - single tag packet from link
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20,30,50-60
!L2/QinQ facing port double tag packets
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 11 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
! connecting service instances
! QinQ outer dot1q is 11
Router# connect EVC1 TenGigabitEthernet1/0/1 100 TenGigabitEthernet1/0/2 101

相互接続での選択的 QinQ

この設定では EoMPLS が使用され、パケット転送が実行されます。これはインデックスで誘導されま

せん。

! DSLAM facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20,30,50-60
Router(config-if-srv)# xconnect 2.2.2.2 999 pw-class vlan-xconnect
!
Router(config)# interface Loopback1
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
! MPLS core facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# mpls ip
Router(config-if)# mpls label protocol ldp
! MPLS core facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/1
Router(config-if)# ip address 192.169.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# mpls ip
Router(config-if)# mpls label protocol ldp
!
Router(config)# interface Loopback1
Router(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

! CE facing EoMPLS configuration
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 1000
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 1000 second-dot1q any
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)#xconnect 1.1.1.1 999 pw-class vlan-xconnect
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レイヤ 2 スイッチングでの選択的 QinQ

この設定ではレイヤ 2 スイッチングが使用され、パケット転送が実行されます。転送メカニズムは 
MultiPoint Bridging over Ethernet（MPB-E）と同じですが、サービス インスタンスごとの書き換えだ

けが異なります。

! DSLAM facing port, single tag incoming
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20
Router(config-subif)# bridge-domain 11
! QinQ VLAN
Router(config)# interface VLAN11
!QinQ facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# switchport trunk vlan allow 11

ダブル タグ変換（2 対 2 タグ変換）

ここでは、ダブルタグ フレームが入力で受信されます。両方のタグがポップ処理され、2 つの新しいタ

グがプッシュ処理されます。パケットはブリッジドメイン VLAN にレイヤ 2 スイッチングされます。

! QinQ facing port
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 10
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 2-to-2 dot1q 200 second-dot1q 20 
second-dot1q 10
Router(config-subif)# bridge-domain 200
! QinQ VLAN
Router(config)# interface VLAN200
! 
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200 second-dot1q 20
Router(config-subif)# bridge-domain 200

ダブル タグ終端（2 対 1 タグ変換）

次の例はレイヤ 2 スイッチングに分類されます。

! Double tag traffic
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 200 second-dot1q 20
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 10
!
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/2
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 10
!
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/3
Router(config-if)# service instance 101 ethernet
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Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 30
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-subif)# bridge-domain 10

検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における MultiPoint 
Bridging over Ethernet の設定 

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE の MultiPoint Bridging over Ethernet（MPBE）機能

では、MAC 学習、ローカル VLAN シグニフィカンス、完全 QoS サポートがイーサネット LAN ス
イッチングに提供されます。MPBE では、スイッチポートへの完全な実装が不要な、レイヤ 2 スイッ

チポートのような機能も提供します。MPBE は、Ethernet Virtual Connection Service（EVCS）サービ

ス インスタンスだけでサポートされます。

EVCS では、EVC（イーサネット仮想回線）およびサービス インスタンスのコンセプトが使用されま

す。EVC は、プロバイダーがお客様に提供しているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスのエンド

ツーエンド表現です。さまざまなパラメータが統合されて、サービスが提供されます。サービス イン

スタンスは、特定ルータの特定ポートにおける EVC をインスタンス化したものです。

MPBE では、EVC パケット フィルタリング機能により、ブロードキャストまたはマルチキャストのブ

リッジドメイン トラフィック パケットが、あるサービス インスタンスから別のサービス インスタンス

にリークすることが防止されます。フィルタリングは書き換えの前後に実行され、パケットは意図した

サービス インスタンスだけに移動します。

MPBE は次のように使用できます。

• レイヤ 2 VPN、レイヤ 3 VPN、レイヤ 2 ブリッジングなどのレイヤ 2 サービスおよびレイヤ 3 
サービスを同一物理ポートで同時に設定します。

コマンド 目的

Router# show ethernet service evc [id evc-id | interface 
interface-id] [detail] 

EVC ID を指定した場合は、指定 EVC に関する情報が表示さ

れ、インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス

のすべての EVC に関する情報が表示されます。detail オプ

ションを指定すると、EVC の詳細情報が表示されます。

Router# show ethernet service instance [id instance-id 
interface interface-id | interface interface-id] [detail]

1 つまたは複数のサービス インスタンスに関する情報が表示

されます。サービス インスタンス ID およびインターフェイ

スを指定した場合は、特定サービス インスタンスに関する

データだけが表示されます。インターフェイス ID だけを指

定した場合は、特定インターフェイスのすべてのサービス イ
ンスタンスのデータが表示されます。

Router# show ethernet service interface [interface-id] 
[detail] 

Port Data Block（PDB）の情報が表示されます。

Router# show mpls l2 vc detail Virtual Connection（VC; 仮想接続）に関する詳細情報が表示

されます。

Router# show mpls forwarding（出力にはラベル エントリ 
l2ckt が含まれる）

Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラ
ベル スイッチング）Label Forwarding Information Base

（LFIB; ラベル転送情報ベース）の内容が表示されます。

Router# show platform software efp-client サービス インスタンスの詳細が表示されます。
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• ブロードキャスト ドメインをシステムで定義します。ブロードキャスト ドメインの一部であるカ

スタマー インスタンスを、同一物理ポートまたは別々のポートに含めることができます。

• さまざまなカプセル化で複数のサービス インスタンスを設定し、単一ブリッジドメインにマッピ

ングします。

• 同一ブリッジドメインにおいて、サービス インスタンス間のローカル スイッチングを実行します。

• 同一ブリッジドメインの一部であるサービス インスタンスを使用し、さまざまな物理インター

フェイスに広げます。

• ローカルで意味があるカプセル化 VLAN を使用します（物理ポート）。

• ブリッジドメインのコアからすべてのサービス インスタンスに、フラッディング パケットを複製

します。

• レイヤ 2 トンネリング サービスまたはレイヤ 3 終端サービスをブリッジドメイン VLAN で設定し

ます。

MPBE は、サービス インスタンスごとに VLAN タグを操作して、操作した VLAN タグをレイヤ 2 
サービスまたはレイヤ 3 サービスにマッピングし、これを達成します。可能な VLAN タグ操作は次の

とおりです。

• シングル タグ終端

• シングル タグ トンネリング

• シングル タグ変換

• ダブル タグ終端

• ダブル タグ トンネリング

• ダブル タグ変換

• 選択的 QinQ 変換

制約事項および使用上のガイドライン

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE で MultiPoint Bridging over Ethernet 機能を設定する

場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• 各サービス インスタンスは、ブリッジドメインの別々の回路と見なされます。

• カプセル化は、dot1q パケットまたは QinQ パケットにできます。

• 10G Complex ごとに 60 MPB VC（または ES20 ラインカードごとに 120 MPB VC）が、1 つのブ

リッジドメインでサポートされます。

• Internet Group Management Protocol（IGMP; インターネット グループ管理プロトコル）スヌーピ

ングは MPB VC でサポートされます。

• スプリット ホライズンは MPB VC でサポートされます。

• BPDU パケットはトンネリングまたはドロップされます。

• 入力ポリシングの場合は、police コマンドのドロップ処理および受け入れ処理だけがサポートされ

ます。マーキングは、ポリシングの一部としてサポートされません。

• 入力シェーピングはサポートされません。

• 入力マーキングでは、match vlan コマンド、match vlan-inner コマンド、match cos コマンド、

match cos-inner コマンド、set cos コマンド、set cos-inner コマンドがサポートされます。

• 出力マーキングでは、set cos コマンドおよび set cos-inner コマンドがサポートされます。match 
inner-cos コマンドおよび match inner-vlan コマンドはサポートされません。
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手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port[.subinterface-number] or interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

4. [no] service instance id {Ethernet [service-name}

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. rewrite ingress tag {push {dot1q vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id 
dot1q vlan-id} | pop {1 | 2} | translate {1-to-1 {dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id}} 
[symmetric]

7. [no] bridge-domain bridge-id

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number] 
or 
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number] 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet4/0/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指

定します。

• subinterface-number：（任意）セカンダリ イン

ターフェイス（サブインターフェイス）の番号

を指定します。

ステップ 4 [no] service instance id {Ethernet 
[service-name}

例：
Router(config-if)# service instance 101 
ethernet

サービス インスタンス（EVC をインスタンス化し

たもの）をインターフェイスで作成し、

config-if-srv サブモードにデバイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation 
dot1q 10

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタン

スにインターフェイスでマッピングするために使用

する一致基準を定義します。
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例

シングル タグ終端の例

次の例では、シングル タグ終端により、単一 VLAN タグに基づいてカスタマーが識別されず、シング

ル VLAN タグがブリッジドメインにマッピングされます。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/2/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge domain 12
}

シングル タグ トンネリングの例

次のシングル タグ トンネリングの例では、着信 VLAN タグが削除されずにパケットに残ります。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/2/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

シングル タグ変換の例

次のシングルタグ変換の例では、着信 VLAN タグが削除され、VLAN 200 がパケットに追加されま

す。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet3/0/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 1-to-1 dot1q 200 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ステップ 6 [no] rewrite ingress tag {push {dot1q 
vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id} 
| pop {1 | 2} | translate {1-to-1 
{dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
2-to-1 dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id} 
| 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id}} [symmetric]

例：
Router(config-if-srv)# rewrite ingress 
tag push dot1q 200

サービス インスタンスへのフレーム入力で実行さ

れるタグ操作を指定します。

（注） このコマンドを設定しない場合、フレーム

は入力でそのまま残ります（サービス イン

スタンスはトランク ポートに相当します）。

ステップ 7 [no] bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-subif)# bridge domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インス

タンスにバインドします。bridge-id はブリッジド

メイン インスタンスの識別子です。

コマンド 目的
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ダブル タグ終端設定の例

次のダブルタグ終端の例では、入力がダブル タグを受信してブリッジ VLAN を識別します。ダブルタ

グはパケットから取り除かれます（終端します）。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 inner 20
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric 
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config-if)# service instance 2
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 40 inner 30
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 2 symmetric 
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

ダブルタグ変換設定の例

次の例では、ダブル タグ フレームが入力で受信されます。両方のタグがポップ処理され、2 つの新しい

タグがプッシュ処理されます。パケットはブリッジドメイン VLAN にレイヤ 2 スイッチングされます。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 second-dot1q 20
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 2-to-2 dot1q 40 second dot1q 30 
symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200
Router(config-if)# service instance 2 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 40 second-dot1q 30
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 2-to-2 dot1q 10 second dot1q 20 
symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

選択的 QinQ 設定の例

次の例では VLAN の範囲が設定され、単一 MPB VC に接続されます。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/0
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-30
Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

タグなしトラフィックの設定例

次の例では、タグなしトラフィックがブリッジドメインにブリッジングされ、スイッチポート トラン

クに転送されます。

Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/1
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# service instance 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation untagged
Router(config-if-srv)# bridge-domain 11
Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# switchport
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Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# switchport allowed vlan 11

スプリット ホライズンを含む MPBE の設定例

次の例では、トラフィックの発信元インターフェイスを除いて、不明ユニキャスト トラフィックがブ

リッジドメインでフラッディングします。

Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# service instance 1000 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 10-20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100 split-horizon
Router(config-if)# service instance 1001 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 101 second-dot1q 21-30
Router(config-if-srv)# bridge-domain 101 split-horizon
Router(config-if)# service instance 1010 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag symmetric translate 1-to-2 dot1q 10 
second-dot1q 100 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain 10 split-horizon
Router(config-if)# mls qos trust dscp

次の例では、サービス インスタンスがイーサネット インターフェイスで設定され、ブリッジドメイン

で終端します。

Router(config)# interface GigabitEthernet2/0/0
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 1000
Router(config-if-srv)# bridge-domain 10

Router(config)# interface GigabitEthernet1/0/0
Router(config-if)# switchport
Router(config-if)# switchport mode trunk
Router(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10

次の例では、コアにおいて複数のブリッジドメインで Virtual Private LAN Service（VPLS）が設定さ

れます。

!
l2 vfi vpls10 manual
 vpn id 10
 neighbor 20.0.0.2 encapsulation mpls
!
l2 vfi vpls100 manual
 vpn id 100
 neighbor 20.0.0.2 encapsulation mpls
!
l2 vfi vpls11 manual
 vpn id 11
 neighbor 20.0.0.2 encapsulation mpls
!         
interface Vlan100
 mtu 9216
 no ip address
 xconnect vfi vpls1
end
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検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

User-to-Network Interface（UNI; ユーザ ネットワーク インターフェイ
ス）用のバックアップ インターフェイスの設定

フレキシブル UNI 機能用のバックアップ インターフェイスでは、イーサネット インターフェイス用の

冗長ユーザ ネットワーク インターフェイス（UNI）接続を設定でき、デュアル ホーム接続のデバイス

に冗長機能を提供します。

冗長 User Provider-Edge（U-PE; ユーザ プロバイダーエッジ）デバイスを通じて柔軟なサービスを提

供するために、Network Provider-Edge（N-PE; ネットワーク プロバイダー エッジ）デバイス上に冗長

（フレキシブル）UNI を設定できます。N-PE の UNI は、プライマリおよびバックアップとして指定さ

れ、同じ設定になります。プライマリ インターフェイスに障害が発生した場合、サービスは自動的に

バックアップ インターフェイスに移行されます。

プライマリ インターフェイスは、バックアップの設定対象のインターフェイスです。動作時、プライ

マリ インターフェイスはアクティブで、バックアップ（セカンダリ）インターフェイスはスタンバイ 
モードになります。プライマリ インターフェイスが（信号の消失によって）ダウンすると、ルータは

バックアップ インターフェイスの使用を開始します。

プライマリ インターフェイスがアクティブ（アップ）の間、バックアップ インターフェイスはスタン

バイ モードになります。プライマリ インターフェイスがダウンすると、バックアップ インターフェイ

スがアップ ステートに移行し、ルータはプライマリ インターフェイスの代わりにバックアップ イン

ターフェイスの使用を開始します。プライマリ インターフェイスがアップに戻ると、バックアップ イ
ンターフェイスはスタンバイ モードに戻ります。スタンバイ モードの間、バックアップ インターフェ

イスは実質的にダウンしており、ルータはその状態をモニタせず、統計も収集しません。

この機能には、次のような利点があります。

• 次のイーサネット仮想回線（EVC）機能がサポートされます。

– フレーム マッチング：カプセル化（Dot1q、デフォルト、タグなし）がサポートされる EVC

コマンド 目的

Router# show ethernet service evc [id evc-id | interface 
interface-id] [detail] 

EVC ID を指定した場合は、指定 EVC に関する情報が表示さ

れ、インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス

のすべての EVC に関する情報が表示されます。detail オプ

ションを指定すると、EVC の詳細情報が表示されます。

Router# show ethernet service instance [id instance-id 
interface interface-id | interface interface-id] [detail]

1 つまたは複数のサービス インスタンスに関する情報が表示

されます。サービス インスタンス ID およびインターフェイ

スを指定した場合は、特定サービス インスタンスに関する

データだけが表示されます。インターフェイス ID だけを指

定した場合は、特定インターフェイスのすべてのサービス イ
ンスタンスのデータが表示されます。

Router# show ethernet service interface [interface-id] 
[detail] 

Port Data Block（PDB）の情報が表示されます。

Router# show mpls l2 vc detail 仮想接続（VC）に関する詳細情報が表示されます。

Router# show mpls forwarding（出力にはラベル エントリ 
l2ckt が含まれる）

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ラベル転送

情報ベース（LFIB）の内容が表示されます。

Router# show platform software efp-client サービス インスタンスの詳細が表示されます。
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– フレーム再書き込み：すべてサポート（プッシュ、ポップ、および変換による入出力） 

– フレーム転送：MultiPoint Bridging over Ethernet（MPB-E）、xconnect、connect 

– EVC の Quality of Service（QoS）

• レイヤ 3（L3）終端と L3 Virtual Routing and Forwarding（VRF; 仮想ルーティングおよびフォ

ワーディング）のサポート

• 複数のタイプのアップリンクのサポート：マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）、
Virtual Private LAN Service（VPLS）、スイッチポート

フレキシブル UNI 機能のバックアップ インターフェイスでは、これらのイーサネット コンポーネント

を使用します。

• イーサネット仮想回線（EVC）：プロバイダー ネットワーク内でポイントツーポイントまたはポイ

ントツーマルチポイント パスを示す 2 つ以上の UNI 間の関係。EVC の詳細については、

「7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE のフレキシブル QinQ マッピングおよびサービ

ス認識の設定」（P.2-23）を参照してください。

• イーサネット フロー ポイント（EFP）：インターフェイス上の EVC の論理境界ポイント。2 つ以上

の UNI を使用する EVC は、EVC が通過する各デバイスに関連する入力インターフェイスおよび

出力インターフェイスに EFP を必要とします。

制約事項および使用上のガイドライン

ルータでフレキシブル UNI 用のバックアップ インターフェイスを設定する際は、次の制約事項および

使用上のガイドラインに従ってください。

• ハードウェアおよびソフトウェアのサポート

– Cisco 7600-ES20-2x10G および 7600-ES20-20x1G ラインカードでのサポート 

– Route Switch Processor 720、Supervisor Engine 720、Supervisor Engine 32 でのサポート 

– Cisco IOS Release 12.2SRB1 以降が必要 

• プライマリおよびセカンダリ インターフェイスで同じ IP アドレスを使用できます。これにより、

インターフェイスで L3 終端（シングルまたはダブル タグ付き）がサポート可能になります。

• プライマリおよびバックアップ インターフェイスの設定は、同一である必要があります。設定が

同一でないとこの機能はうまく動作しませんが、ルータでは設定の一致はチェックされません。

（注） 設定に xconnect コマンドが含まれている場合、プライマリ インターフェイスとバック

アップ インターフェイスに異なる VCID を指定する必要があります。

• プライマリ インターフェイスおよびセカンダリ インターフェイスで必要な重複リソースは、ルー

タで利用可能な合計リソースから取得されるので、利用可能なリソースに影響を与えます。たとえ

ば、xconnect コマンドは、プライマリ インターフェイスおよびバックアップ インターフェイスで

リソースを消費します。

• プライマリ インターフェイスとバックアップ インターフェイス間のローカル スイッチング

（connect）では、2 倍の数のインターフェイスを使用します。同一インターフェイスにおける 
EVC のローカル スイッチングに対するサポートが不十分なため、このような制限があります。

• プライマリ インターフェイスとバックアップ インターフェイスで設定された機能

（bridge-domain、xconnect、connect など）は、インターフェイスのステートの移行に合わせて

アップまたはダウンします。
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• プライマリ インターフェイスとバックアップ インターフェイス間の切り替え時間は、ベスト エ
フォート型です。バックアップ インターフェイスがスタンバイ モードからアクティブ モードに移

行する時間は、リンク ステート検出時間と、EVC と機能がアップ ステートに移行する時間の合計

によります。

• プライマリ インターフェイスでの設定変更や管理動作は、自動的にバックアップ インターフェイ

スに反映されます。

• ルータは、アクティブ インターフェイスの統計をモニタおよび収集しますが、バックアップ イン

ターフェイスに対しては実行しません。通常動作では、プライマリ インターフェイスがアクティ

ブですが、プライマリ インターフェイスがダウンするとバックアップ インターフェイスがアク

ティブになり、ルータはバックアップ インターフェイスモニタリングと統計の収集を開始します。

• プライマリ インターフェイスがアップに戻ると、バックアップ インターフェイスはすぐにスタン

バイ モードに戻ります。信号がプライマリ インターフェイスで復元されると、インターフェイス

はプライマリとして復元されます。

設定手順

イーサネット ポートでフレキシブル UNI のバックアップ インターフェイスを設定するには、次の手順

を実行します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type slot/subslot/port 

例：

Router(config)# interface gigabitethernet3/0/0 

プライマリ インターフェイスを選択します。これは、

バックアップ インターフェイスの作成対象のインター

フェイスです。たとえば interface gigabitEthernet 3/0/0 
は、スロット 3、サブスロット 0 に搭載されているギガ

ビット イーサネット カードのポート 0 のインターフェイ

スを選択します。

• type は、インターフェイス タイプを指定します。有

効値は、gigabitethernet または tengigabitethernet 
です。

• slot/subslot/port は、インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 2 Router(config-if)# backup interface type 
interface 

例：

Router(config)# backup interface 
gigabitethernet4/0/1 

バックアップ インターフェイスとして機能するインター

フェイスを選択します。

（注） プライマリ インターフェイスおよびバックアップ インターフェイスの設定を同一にしないと、機能は動作しませ

ん。インターフェイスに EVC サービス インスタンスを設定するには、service instance、encapsulation、
rewrite、bridge-domain、および xconnect コマンドを使用します。詳細については、「7600-ESM-2X10GE およ

び 7600-ESM-20X1GE における MultiPoint Bridging over Ethernet の設定」（P.2-30）および「AToM の設定」

（P.2-69）を参照してください。
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ステップ 3 Router(config-if)# backup delay enable-delay 
disable-delay 

例：

Router(config-if)# backup delay 0 0 

（任意）バックアップ インターフェイスをイネーブルまた

はディセーブルにする時間遅延を（秒単位で）指定します。

• enable-delay は、プライマリ インターフェイスがダウ

ンしてバックアップ インターフェイスがアップにな

るまでの待機時間です。

• disable-delay は、プライマリ インターフェイスが

アップに戻って、バックアップ インターフェイスが

スタンバイ（ダウン）ステートに戻るまでの待機時間

です。

（注） フレキシブル UNI 機能のバックアップ インター

フェイスのデフォルトの遅延期間（0 0）は変更し

ないでください。変更すると正しく動作しなくな

る可能性があります。

ステップ 4 Router(config-if)# backup load enable-percent 
disable-percent 

例：

Router(config-if)# backup load 50 10 

（任意）バックアップ インターフェイスがイネーブルまた

はディセーブルになるときのプライマリ インターフェイ

スのトラフィック負荷のしきい値を（合計容量のパーセン

テージとして）指定します。

• enable-percent：プライマリ インターフェイスのトラ

フィック負荷がこの合計容量のパーセンテージを超過

した場合にバックアップ インターフェイスをアク

ティブにします。

• disable-percent：プライマリ インターフェイスとバッ

クアップ インターフェイスの合計負荷がプライマリ 
インターフェイスのこのパーセンテージに戻った場合

に、バックアップ インターフェイスを非アクティブ

にします。

10 M バイトの容量のあるプライマリ インターフェイスに

例の設定を適用すると、プライマリ インターフェイスの

トラフィック負荷が 5 M バイト（50%）を超過した場合

にルータはバックアップ インターフェイスをアクティブ

にし、両方のインターフェイスの合計トラフィックが 1 M 
バイト（10%）を下回った場合にバックアップ インター

フェイスをディセーブルにします。

ステップ 5 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 Router(config)# connect primary interface 
srv-inst interface srv-inst 

Router(config)# connect backup interface 
srv-inst interface srv-inst 

例：

Router(config-if)# connect primary gi3/0/0 2 
gi3/0/1 2
Router(config-if)# connect backup gi4/0/0 2 
gi4/0/1 2 

（任意）2 つの異なるインターフェイス上の 1 つのサービス 
インスタンス（srv-inst）間にローカル接続を確立します。

connect primary コマンドはプライマリ インターフェイ

ス間の接続を確立し、connect backup コマンドはバック

アップ インターフェイス間の接続を確立します。

この例では、プライマリ インターフェイス（gi3/0/0 およ

び gi3/0/1）とバックアップ インターフェイス（gi4/0/0 お
よび gi4/0/1）のサービス インスタンス 2 の間にローカル

接続が設定されています。

コマンドまたはアクション 目的
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次に、設定例を示します。

• gi3/0/1 がプライマリ インターフェイスで、gi4/0/1 がバックアップ インターフェイスです。

• 各インターフェイスでは 2 つのサービス インスタンス（2 と 4）をサポートしており、各サービス 
インスタンスは異なるタイプの転送（bridge-domain および xconnect）を使用しています。

• サービス インスタンス 2 の xconnect コマンドは、各インターフェイスで異なる VCID を使用して

います。

int gi3/0/1
  backup interface gi4/0/1
  service instance 4 ethernet
    encapsulation dot1q 4
    rewrite ingress tag pop 1 symmetric
    bridge-domain 4
  service instance 2 ethernet
    encapsulation dot1q 2
    rewrite ingress tag pop 1 symmetric
    xconnect 10.0.0.0 2 encap mpls

int gi4/0/1
 

service instance 4 ethernet
    encapsulation dot1q 4
    rewrite ingress tag pop 1 symmetric
    bridge-domain 4
  service instance 2 ethernet
    encapsulation dot1q 2
    rewrite ingress tag pop 1 symmetric
    xconnect 10.0.0.0 5 encap mpls

ステップ 7 Router(config)# connect primary interface 
srv-inst1 interface srv-inst2 

Router(config)# connect backup interface 
srv-inst1 interface srv-inst2 

例：

Router(config-if)# connect primary gi3/0/0 2 
gi3/0/0 3
Router(config-if)# connect backup gi4/0/0 2 
gi4/0/0 3 

（任意）同一ポート上で別のサービス インタンス

（srv-inst1 と srv-inst2）間でのローカル スイッチングをイ

ネーブルにします 

connect primary コマンドを使用してプライマリ イン

ターフェイスで接続を確立し、connect backup コマンド

を使用してバックアップ インターフェイスで接続を確立

します。

この例では、プライマリ インターフェイス（gi3/0/0）と

バックアップ インターフェイス（gi4/0/0）のサービス イ
ンスタンス 2 および 3 の間でローカル スイッチングを設

定しています。

ステップ 8 Router(config-if)# exit インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。

コマンドまたはアクション 目的
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検証

ここでは、ルータに設定されているプライマリ インターフェイスとバックアップ インターフェイスに

関する情報を表示するコマンドを示します。次の例では、プライマリ インターフェイスが gi3/0/0 で、

セカンダリ（バックアップ）インターフェイスが gi3/0/11 です。

• バックアップ インターフェイスの一覧を表示するには、特権 EXEC モードで show backup コマン

ドを使用します。この出力例では、単一のバックアップ（セカンダリ）インターフェイスを示して

います。

NPE-11# show backup 
Primary Interface   Secondary Interface   Status
-----------------   -------------------   ------
GigabitEthernet3/0/0 GigabitEthernet3/0/11 normal operation

• プライマリ インターフェイスやバックアップ インターフェイスに関する情報を表示するには、特

権 EXEC モードで show interfaces コマンドを使用します。情報を表示するインターフェイスでコ

マンドを発行します。次の例では、プライマリ インターフェイス（gi3/0/0）とバックアップ イン

ターフェイス（gi3/0/11）でコマンドを発行した場合の出力を示しています。

NPE-11# sh int gi3/0/0 
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is GigEther SPA, address is 0005.dc57.8800 (bia 0005.dc57.8800)
  Backup interface GigabitEthernet3/0/11, failure delay 0 sec, secondary disable delay 
0 sec, kickin load not set, kickout load not set
[…]

NPE-11# sh int gi3/0/11 
GigabitEthernet3/0/11 is standby mode, line protocol is down (disabled)

プライマリ インターフェイスがダウンした場合、次のコマンド出力のとおり、バックアップ（セカン

ダリ）インターフェイスはアップ ステートに移行します。このとき、show backup および show 
interfaces コマンドを再び発行すると、コマンド出力がどのように変化するかに注意してください。

show backup のステータスが変わり、gi3/0/0 のライン プロトコルはダウン（not connected）に、

gi3/0/11 のライン プロトコルはアップ（connected）になります。

NPE-11# !!! Link gi3/0/0 (active) goes down… 
22:11:11: %LINK-DFC3-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0/0, changed state to down
22:11:12: %LINK-DFC3-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet3/0/11, changed state to up
22:11:12: %LINEPROTO-DFC3-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0/0, 
changed state to down
22:11:13: %LINEPROTO-DFC3-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet3/0/11, 
changed state to up

NPE-11# sh backup      
Primary Interface   Secondary Interface   Status
-----------------   -------------------   ------
GigabitEthernet3/0/0 GigabitEthernet3/0/11 backup mode

NPE-11# sh int gi3/0/0 
GigabitEthernet3/0/0 is down, line protocol is down (notconnect)
  Hardware is GigEther SPA, address is 0005.dc57.8800 (bia 0005.dc57.8800)
  Backup interface GigabitEthernet3/0/11, failure delay 0 sec, secondary disable delay 
0 sec,

NPE-11# sh int gi3/0/11 
GigabitEthernet3/0/11 is up, line protocol is up (connected)
2-41
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド

OL-11907-06-J



 

第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

レイヤ 2 機能の設定
例

この設定には、次のように設定されている複数の EVC（サービス インスタンス）が含まれています。

• サービス インスタンス EVC4 が、NPE 12 への VPLS アップリンクのあるブリッジドメインで終端

されているプライマリおよびバックアップ インターフェイス（リンク）に設定されています。

• サービス インスタンス EVC2 は、スケーラブル Ethernet over MPLS として設定されており、

NPE12 の SVI VPLS とピアになっています。

NPE10 の設定

int ge2/4.4
description npe10 to npe11 gi3/0/11 – backup - bridged
encap dot1q 4
ip address 100.4.1.33 255.255.255.0

int ge2/4.2
description npe10 to npe11 gi3/0/11 – backup – xconnect
encap dot1q 2
ip address 100.2.1.33 255.255.255.0

NPE14 の設定

int ge1/3.4
description npe14 to npe11 gi3/0/0 – primary - bridged
encap dot1q 4
ip address 100.4.1.22 255.255.255.0

int ge1/3.2
description npe14 to npe11 gi3/0/0 – primary - xconnect
encap dot1q 2
ip address 100.2.1.22 255.255.255.0 

72a の設定

int fa1/0.4
description 72a to npe12 – bridged
encap dot1q 4
ip address 100.4.1.12 255.255.255.0

int fa1/0.2
description 72a to npe12 - xconnect
encap dot1q 2
ip address 100.2.1.12 255.255.255.0 

NPE11 Configuration:
interface gigabitEthernet3/0/0

backup interface gigabitEthernet3/0/11
service instance 2 ethernet

encapsulation dot1q 2
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
xconnect 12.0.0.1 2 encapsulation mpls

service instance 4 ethernet
encapsulation dot1q 4
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
bridge-domain 4

interface gigabitEthernet3/0/11
service instance 2 ethernet

encapsulation dot1q 2
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
xconnect 12.0.0.1 21 encapsulation mpls

service instance 4 ethernet
encapsulation dot1q 4
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
bridge-domain 4

NPE11 Core facing:
interface GE-WAN 4/3

description npe11 to npe12
ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
mpls ip

l2 vfi vlan4 manual
vpn id 4
neighbor 12.0.0.1 4 encapsulation mpls

interface Vlan 4
xconnect vfi vlan4 
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NPE12 Core facing:
l2 vfi vlan4 manual

vpn id 4
neighbor 11.0.0.1 4 encap mpls

interface Vlan4
description npe12 to npe11 xconnect
xconnect vfi vlan4

l2 vfi vlan2 manual
vpn id 2
neighbor 11.0.0.1 2 encap mpls
neighbor 11.0.0.1 21 encap mpls

Interface Vlan2
xconnect vfi vlan2

interface GE-WAN 9/4
description npe12 to npe11
ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
mpls ip

NPE12 facing the customer:
interface fastEthernet 8/2

description npe12 to 72a
switchport
switchport trunk encap dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 2-4

Primary interface is enabled:
NPE 11#sh backup
Primary interface Secondary interface Status
--------------------------------------------
GigabitEthernet3/0/0GigabitEthernet3/0/11 normal 
operation
NPE-11#sh int gi3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is up, line protocol is up 
(connected)
Hardware is GigEther SPA, address is 
0005.dc57.8800(bia 0005.dc57.8800)
Backup interface GigabitEthernet3/0/11, failure delay 
0 sec, secondary disable delay 0 sec,kicking load not 
set, kickout load not set,
[...]
NPE-11#sh int gi3/0/11
GigabitEthernet 3/0/11 is standby mode, line protocol 

is down (disabled)

Primary link is disabled:
NPE 11#!!!Link gi3/0/0 (active) goes down
22:11:11: % LINK-DFC3-3-UPDOWN:Interface 
GigabitEthernet3/0/0, changed state to down
22:11:12: % LINK-DFC3-3-UPDOWN:Interface 
GigabitEthernet3/0/0, changed state to up
22:11:12: % LINKPROTO-DFC3-3-5-UPDOWN:Line protocol 
on Interface GigabitEthernet3/0/0, changed state to 
down
22:11:13: % LINKPROTO-DFC3-3-5-UPDOWN:Line protocol 
on Interface GigabitEthernet3/0/11, changed state to 
up
NP-11#sh backup
Primary interface Secondary interface Status
--------------------------------------------
GigabitEthernet3/0/0GigabitEthernet3/0/11 backup 
mode
NP-11#sh int gi3/0/0
GigabitEthernet3/0/0 is down, line protocol is down 
(notconnect)
Hardware is GigEther SPA, address is 
0005.dc57.8800(bia 0005.dc57.8800)
Backup interface GigabitEthernet3/0/11, failure 
delay 0 sec, secondary disable delay 0 sec
NPE-11#sh int gi3/0/11
GigabitEthernet 3/0/11 is up, line protocol is up 

(connected)
2-43
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド

OL-11907-06-J



 

第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

レイヤ 2 機能の設定
EVC での L2 Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）
の設定

ACL（アクセス コントロール リスト）によって、次の処理が実行されます。

• インターフェイス、サブインターフェイス、およびサービス レベルでセキュリティおよび QoS を
適用します。

• モジュラ方式でパケットをフィルタリングします。

一連の ACL ルールを使用して、ネットワーク トラフィックをフィルタリングできます。ACL はネッ

トワーク インターフェイスで適用されますが、この機能を使用してレイヤ 2 ACL をさまざまなイーサ

ネット フロー ポイント（EFP）およびイーサネット仮想接続（EVC）で適用できます。

レイヤ 2 アクセス コントロール リストは、ネットワーク トラフィックを次の MAC アドレスに基づい

てフィルタリングおよびリダイレクトします。

• 送信元 

• 宛先

次のコマンドを使用して、次の作業を実行できます。

• mac access-list extendend aclname：L2 アクセス リストを作成します。

• mac access- group aclname in：アクセス リストを EVC で適用します。

制約事項および使用上のガイドライン

EVC で L2 ACL を設定するときは、次の制約事項および使用上のガイドラインに従います。

• L2 ACL は入力だけでサポートされます。

• 1 つの ACL を複数の EFP に適用できます。

• レイヤ 2 ACL が適用されている EFP にレイヤ 2 ACL が適用されると、以前の ACL は新しい ACL 
に置き換えられます。

• ES20 EVC インターフェイスで適用されている L2 ACL 設定には、送信元 MAC アドレス、宛先 
MAC アドレス、およびアドレス マスクが含まれています。

• 大 256 個の一意の ACL をすべての EVC で適用できます。

• ACL ごとに 大 16 個の Access Control Element（ACE; アクセス コントロール エレメント）がサ

ポートされます。

• EVC の ACL ごとにカウンタがサポートされます。

• ACL ごとの許可または拒否カウンタは ES20 インターフェイスではサポートされません。

• QoS、Vlan、または Ethertype フィルタリングを含む ACL 設定は、ES20 EVC インターフェイス

で適用されても無視されます。

• L2 ACL は、ES20 インターフェイスのポート チャネルの ES20 EVC ではサポートされません。
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L2 ACL を作成する手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. mac access-list extendend aclname {permit | deny} {host a.b.c host x.y.z} 

4. exit

L2 ACL を作成する詳細手順

L2 ACL を適用する手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet type/ slot/port [.subinterface-number] or interface tengigabitethernet 
type/ slot/port [.subinterface-number]

4. [no] service instance id {Ethernet} 

5. encapsulation dot1q vlan id

6. mac access- group aclname in 

7. exit

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 mac access-list extendend aclname 
{permit | deny} {host a.b.c host 
x.y.z} 

例：
me7600-5(config)#mac access-list 
extended test-l2-acl

選択したインターフェイスでレイヤ 2 アクセス リストを作成し

ます。

ステップ 4 exit コンフィギュレーション モードを終了します。
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L2 ACL を適用する詳細手順

例 

次の例のように、EVC の ACL カウンタを表示できます。

LLB-India-7#sh ethernet service instance id 1 int gig3/0/0 detail 
Service Instance ID: 1
L2 ACL (inbound): l2acl                         <=====
Associated Interface: GigabitEthernet3/0/0
Associated EVC: test
L2protocol drop

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 interface gigabitethernet type/ 
slot/port [subinterface-number] 
or 
interface tengigabitethernet type/ 
slot/port [subinterface-number] 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/0/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定します。

• subinterface-number：（任意）セカンダリ インターフェイス

（サブインターフェイス）の番号を指定します。

ステップ 4 [no] service instance id {Ethernet 
[service-name}

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンスをインターフェイスで作成し、デバイスを 
config-if-srv 設定モードに設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan id

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation 
dot1q 5

入力 dot1q フレームをインターフェイスで適切なサービス インス

タンスにマッピングする一致基準を定義します。

（注） デフォルト サービス インスタンスをポートで設定するに

は、encapsulation dot1q default コマンドを使用します。

タグなしイーサネット フレームを入力インターフェイス

でサービス インスタンスにマッピングするには、

encapsulation dot1q untagged コマンドを使用します。

ステップ 6 mac access- group aclname in

例：
me7600-5(config-if-srv)# mac 
access-group test-l2-acl in

選択した EVC で L2 ACL を適用します。

（注） L2 ACL には、正の許可カウントおよび拒否カウントだけ

が表示されます。

ステップ 7 exit コンフィギュレーション モードを終了します。
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CE-Vlans:                                                                        
Interface Dot1q Tunnel Ethertype: 0x8100
State: Up
L2 ACL permit count: 0                              <=====   
L2 ACL deny count: 0                                <=====
EFP Statistics:
   Pkts In   Bytes In   Pkts Out  Bytes Out
         0          0          0          0

スイッチポートおよびイーサネット仮想接続が設定されたポートにおける
ブロードキャスト ストーム コントロールの設定

データ パケットが LAN をフラッディングするとトラフィック ストームが発生し、過剰なトラフィッ

クが作成され、ネットワーク パフォーマンスが低下します。

トラフィック ストーム コントロール レベルは、ポートの使用可能な総帯域幅のパーセンテージです。

各ポートにはトラフィック ストーム コントロール レベルが 1 つあり、すべてのタイプのトラフィック

（ブロードキャスト、マルチキャスト、およびユニキャスト）に対して使用されます。

LAN カードで、トラフィック ストーム コントロール（トラフィック抑制とも呼ばれます）は、次の処

理を実行します。

• 1 秒というトラフィック ストーム コントロール間隔で着信トラフィックのレベルを監視します。

• その間隔におけるトラフィック レベルを、設定されたトラフィック ストーム コントロール レベル

と比較します。

（トラフィック ストーム コントロールがイネーブルにされた）入トラフィックがポートで設定されたレ

ベルに到達すると、トラフィック ストーム コントロールにより、トラフィック ストーム コントロール

間隔が終了するまでトラフィックは終了されます。

ES20 スイッチポートにおけるトラフィック ストーム コントロール

ES20 スイッチポートにおけるトラフィック ストーム コントロールの詳細については、次の URL にあ

る『Cisco 7600 Series Cisco IOS Software Configuration Guide』12.2SR を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/swcg.html

制約事項および使用上のガイドライン

• 次の項目については、トラフィック ストーム コントロール機能はサポートされません。

– L3 サブインターフェイス

– ポート チャネル インターフェイス 

– ポート チャネルのメンバー インターフェイス 

– ユニキャスト トラフィック

• dot1q-tunnel モードでスイッチポートとして設定された ES20 ポートでは、

ストーム コントロールを適用できません。

• スイッチポートおよびストーム コントロールが設定された ES20 ポートでは Rx Switched Port 
Analyzer（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）はサポートされません。

• 10 ギガビット ポートで 大 40% のリンク レート（つまり 4 Gbps）を設定できます。
2-47
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド

OL-11907-06-J

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/swcg.html


 

第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

レイヤ 2 機能の設定
• ES20 スイッチポートでストーム コントロールを設定した場合、ポートのアクセス コントロール 
リスト（ACL）は適用できません。

EVC が設定された ES20 におけるトラフィック ストーム コントロール

トラフィック ストーム コントロールは、EVC が設定されたポートでインターフェイス レベルでサ

ポートされています。

制約事項および使用上のガイドライン

• トラフィック ストーム コントロール機能は、ES20 カードの EVC が設定されたポートでサポート

されます。

• ストーム コントロールは、EVC ごとではなくインターフェイス レベルごとに設定します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type/ slot/port 

4. storm-control {broadcast level | multicast level} 

5. no storm-control {broadcast level | multicast level} 

6. end

EVC が設定されたポートでトラフィック ストーム コントロールを設定する詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Routerr# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 (config)# interface type/ slot/port 

例：
Sup720-7606(config)# interface 
gigabitEthernet 1/0/18
Sup720-7606(config-if)#

設定するインターフェイスを選択します。
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例

EVC が設定されたポートでトラフィック ストーム コントロールを設定すると、次の出力例が表示され

ます。

Sup720-7606#sh run interface gig1/18
Building configuration...

Current configuration : 380 bytes
!
interface GigabitEthernet1/18
 no ip address
 storm-control broadcast level 23.45
 storm-control multicast level 23.45
 service instance 1 ethernet
  encapsulation default
 !
 service instance 2 ethernet
  encapsulation untagged
 !
 service instance 100 ethernet
  encapsulation dot1q 100
 !
 service instance 120 ethernet
  encapsulation dot1q 120
   bridge-domain 200

ステップ 4 storm-control {broadcast level | 
multicast level}

例：
Sup720-7606(config-if)# storm-control 
broadcast level ?
<0 - 100>  Enter Integer part of 
level as percentage of bandwidth
Sup720-7606(config-if)# storm-control 
broadcast level 23.45
Sup720-7606(config-if)# storm-control 
multicast level ?
<0 - 100>  Enter Integer part of 
level as percentage of bandwidth
Sup720-7606(config-if)# storm-control 
multicast level 23.45

ブロードキャスト /マルチキャスト /ユニキャスト トラフィック 
ストーム コントロールをインターフェイスでイネーブルにし、ト

ラフィック ストーム コントロール レベルを設定し、そのイン

ターフェイスでイネーブルにされたすべてのトラフィック ストー

ム コントロール モードにトラフィック ストーム コントロール レ
ベルを適用します。

ステップ 5 no storm-control {broadcast level | 
multicast level}

例：
Sup720-7606(config-if)# no 
storm-control broadcast level
Sup720-7606(config-if)# no 
storm-control multicast level

選択したインターフェイスでブロードキャストまたはマルチキャ

スト トラフィック ストーム コントロールをディセーブルにしま

す。

ステップ 6 end コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンドまたはアクション 目的
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検証

show interfaces interface counters storm-control コマンドを使用して、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において、3 つのトラフィック ストーム コントロール モードで廃棄さ

れたパケット数の合計を表示できます。

Sup720-7606#show interfaces counters storm-control

Port         UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %  TotalSuppDiscards
Gi1/1             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/2             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/3             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/4             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/5             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/6             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/7             100.00           20.00           20.00         2943374677
Gi1/8             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/9             100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/10            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/11            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/12            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/13            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/14            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/15            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/16            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/17            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/18            100.00          100.00          100.00          434529474
Gi1/19            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/20            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/21            100.00          100.00          100.00                  0

Port         UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %  TotalSuppDiscards
Gi1/22            100.00          100.00          100.00          499018427
Gi1/23            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/24            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/25            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/26            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/27            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/28            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/29            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/30            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/31            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/32            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/33            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/34            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/35            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/36            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/37            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/38            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/39            100.00          100.00          100.00                  0
Gi1/40            100.00          100.00          100.00                  0

Sup720-7606#
Sup720-7606#show interfaces gig1/18 counters storm-control

Port         UcastSupp %     McastSupp %     BcastSupp %  TotalSuppDiscards
Gi1/18            100.00          100.00          100.00          434529474
Sup720-7606#
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非対称キャリア遅延の設定

リモート ネットワーク要素がイネーブルにされる冗長リンクの配置で、リンクまたはポートがデータ

を転送する準備ができる前に、そのリンクまたはポートがアップとして表示される場合があります。必

要なルーティング プロトコル コンバージェンス時間よりも速くアップ イベントが通知されるため、こ

の異常は切り替え時のトラフィック損失につながります。従来のキャリア遅延では、同じ時間内にアッ

プ イベントとダウン イベントの両方が通知され、特定のネットワーク配置では適さない場合がありま

す。非対称キャリア遅延では、従来のキャリア遅延実装に比べて安定したトポロジが提供されます。

表 2-1 に、従来のキャリア遅延実装と非対称キャリア遅延実装の相違点を示します。

表 2-1 従来のキャリア遅延と非対称キャリア遅延

制約事項および使用上のガイドライン 

• キャリア遅延のダウン タイムの設定限度は、11 ミリ秒以上です。デフォルトでは、キャリア遅延

はカードのブート時に 10 ミリ秒に設定されます。ただし、値を 11 ミリ秒未満に設定してもキャリ

ア遅延に影響はありません。

• ファースト リンク機能とキャリア遅延機能は相互排他的であるため、ファースト リンク機能がデ

フォルトでイネーブルにされています。

• キャリア遅延の値を設定すると、ファースト リンク機能はラインカードでディセーブルになります。

• ファースト リンク機能はカードでデフォルトで設定されていますが、キャリア遅延機能を設定す

るとファースト リンク機能は上書きされます。

• キャリア遅延の値を設定していない場合、ファースト リンク機能の値がダウン イベント通知に対

して使用されます。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type/ slot/port 

4. carrier-delay [{up | down} [seconds]{msec| sec}]

5. end

従来のキャリア遅延実装 非対称キャリア遅延実装

キャリア遅延をメイン物理インターフェイスで設

定できます。

非対称キャリア遅延をメイン物理インターフェイ

スで設定できます。

キャリア遅延の設定限度を 0 まで低くできます。

0 を設定すると、1 ミリ秒として扱われます。

非対称キャリア遅延の設定限度：

• アップ タイムは 4 秒以上 

• ダウン タイムは 11 ミリ秒

アップ イベントとダウン イベントの両方で使用

される遅延値を 1 つ設定できます。

ダウン タイマーとアップ タイマーに別々の遅延

値を設定できます。

アップ イベントとダウン イベントの両方に対し

て、設定可能な遅延値が 1 つであることによっ

て、トラフィック損失とタイマー 適化の問題が

発生します。

アップ イベントとダウン イベントのタイマー値

を分けることにより、 適なタイマー コンフィ

ギュレーションを実現できます。
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詳細手順

検証

show run コマンドを使用して、ES20 物理インターフェイスのキャリア遅延設定を表示できます。

interface GigabitEthernet8/0/14 
no ip address
carrier-delay msec 0
carrier-delay up 10
carrier-delay down 5
shutdown

EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティの設定

Cisco 7600 シリーズ ルータは現在、ポート単位のポート セキュリティをサポートしています。詳細に

ついては、

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/7600/ios/12.2SR/configuration/guide/port_sec.html の
『Configuring Port Security』を参照してください。

EVC ブリッジドメインの Media Access Control（MAC; メディア アクセス制御）アドレス セキュリ

ティ機能は、MAC アドレス学習動作を EFP 単位の細かさで制御およびフィルタリングする機能を提供

することで、EVC のポート セキュリティに対応します。たとえば、違反によってシャットダウンが必

要となった場合、ポートを使用しているすべてのお客様ではなく、特定の EFP に割り当てられている

お客様だけが影響を受けます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 config # interface type/ slot/port 

例：
P19_C7609-S(config)#int gig8/0/14

設定するメインインターフェイスを選択します。

ステップ 4 carrier-delay [{up | down} 
[seconds]{msec| sec}] 

例：
P19_C7609-S(config-if)#carrier-delay 
up 8
P19_C7609-S(config-if)#carrier-delay 
down 5

非対称キャリア遅延のアップ値またはダウン値をミリ秒または秒

単位で設定します。

ステップ 5 end コンフィギュレーション モードを終了します。
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EVC ブリッジドメインのポート セキュリティおよび MAC アドレス セキュリティ機能は、相互に独立

して動作します。MAC セキュリティの観点では、セキュリティ保護されたポートはセキュアではあり

ません。ポート セキュリティの観点では、セキュリティ保護された EFP はセキュアではありません。

制約事項および使用上のガイドライン

• システム全体で、次の制限が、設定されたすべてのホワイトリストおよび学習された MAC アドレ

スに適用されます。

– MAC セキュリティでサポートされる MAC アドレスの総数は、32,000 に制限されます。

– MAC セキュリティでサポートされる MAC アドレスの総数は、ブリッジドメインごとに 
10,000 に制限されます。

– MAC セキュリティでサポートされる MAC アドレスの総数は、EFP ごとに 1000 に制限され

ます。

• MAC セキュリティが EFP でイネーブルであるかどうかに関係なく、さまざまな MAC セキュリ

ティ要素を設定または削除できます。ただし、これらの設定は MAC セキュリティがイネーブルに

されたあとに動作可能になります。

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティ機能をイネーブルにすると、EFP の既存の 
MAC アドレス テーブル エントリは削除されます。

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティ機能をディセーブルにすると、EFP の既存

の MAC アドレス テーブル エントリは削除されます。

• EFP がブリッジドメインのメンバーである場合にだけ、EVC ブリッジドメインの MAC アドレス 
セキュリティ機能を EFP で設定できます。

EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティの設定

ここでは、ポート セキュリティの設定方法について説明します。

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティの設定（P.2-53）

• EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティのイネーブル化（P.2-54）

• EFP での EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティのディセーブル化（P.2-55）

• EFP におけるホワイトリスト化された MAC アドレスの設定（P.2-57）

• EFP におけるスティッキ MAC アドレスの設定（P.2-58）

• EFP におけるセキュア MAC アドレス エージングの設定（P.2-60）

• EFP における MAC アドレス制限の設定（P.2-62）

• ブリッジドメインにおける MAC アドレス制限の設定（P.2-64）

• EFP における違反応答の設定（P.2-65）
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EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティのイネーブル化

ここでは、EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティをイネーブルにする方法について説

明します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port 

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service 
instance 101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。
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例

次の例は、EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティをイネーブルにする方法を示してい

ます。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security

EFP での EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティのディセーブル化

ここでは、EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティをディセーブルにする方法について

説明します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port  

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. no mac security

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac 
security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。

コマンド 目的
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詳細手順

例

次の例は、EVC ブリッジドメインの MAC アドレス セキュリティをディセーブルにする方法を示して

います。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# no mac security

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service 
instance 101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 no mac security 

例：
Router(config-if-srv)# no mac 
security

EFP で MAC セキュリティをディセーブルにします。
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EFP におけるホワイトリスト化された MAC アドレスの設定

ここでは、ブリッジドメインのメンバーである EFP における、ホワイトリスト化された MAC アドレ

スの設定方法について説明します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port  

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security address permit mac address

8. mac security

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。
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例

次の例は、ブリッジドメインのメンバーである EFP における、ホワイトリスト化された MAC アドレ

スの設定方法を示しています。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security address permit 0000.1111.2222
Router(config-if-srv)# mac security

EFP におけるスティッキ MAC アドレスの設定

MAC セキュリティ スティッキの設定後に EFP で動的に学習された MAC アドレスは、リンクダウン状

態中保持されます。ここでは、EFP におけるスティッキ MAC アドレスの設定方法について説明します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port 

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security sticky

8. mac security

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security address permit mac 
address

例：
Router(config-if-srv)# mac security 
address permit 0000.1111.2222

指定した MAC アドレスを EFP のホワイトリスト（許

可された）MAC アドレスとして追加します。

ステップ 8 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。

コマンド 目的
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詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security sticky

例：
Router(config-if-srv)# mac security 
sticky

EFP でスティッキ動作をイネーブルにします。

ステップ 8 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。
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例

次の例では、EFP でスティッキ MAC アドレスを設定します。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security sticky
Router(config-if-srv)# mac security

EFP におけるセキュア MAC アドレス エージングの設定

ここでは、MAC セキュリティにおけるセキュリティ保護された MAC アドレスのエージングの設定方

法について説明します。セキュリティ保護された MAC アドレスは、システムでの MAC テーブル エン

トリの通常のエージングの対象ではありません。エージングを設定しないと、セキュリティ保護された 
MAC アドレスはエージング アウトされません。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port 

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security aging time m [inactivity]

8. mac security

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。
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例

次の例は、セキュア アドレスのエージング タイムを 10 分に設定する方法を示しています。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security aging time 10
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security aging time m 
[inactivity]

例：
Router(config-if-srv)# mac security 
aging time 200

セキュア アドレスのエージング タイムを m 分に設定

します。オプションの inactivity キーワードは、アド

レスのエージング アウトが送信ホストの非アクティビ

ティに基づくことを指定します（絶対エージングでは

ありません）。

ステップ 8 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。

コマンド 目的
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次の例は、アドレスのエージング アウトが送信ホストの非アクティビティに基づく設定を示していま

す（エージング タイムは 10 分ではありません）。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security aging time 10 inactivity
Router(config-if-srv)# mac security

mac security aging time コマンドでは、学習されるセキュア アドレスだけがエージング アウトされま

す。mac security aging time コマンドを設定する場合にホワイトリストまたはスティッキ アドレスの

エージング アウトをイネーブルにするには、mac security aging static コマンド（静的に設定されたア

ドレスにエージング制御を適用）または mac security aging sticky コマンド（持続的（スティッキ）

アドレスにエージング制御を適用）を使用します。次の設定は、スティッキ アドレスへのエージング

の適用例です。

Router# enable
Router# configure terminal 
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0 
Router(config-if)# service instance 10 ethernet 
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10 
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100 
Router(config-if-srv)# mac security 
Router(config-if-srv)# mac security sticky 
Router(config-if-srv)# mac security aging sticky 
Router(config-if-srv)# mac security aging time 100 

EFP における MAC アドレス制限の設定

ここでは、EFP で許可されるセキュリティ保護された MAC アドレス数の上限を設定する方法について

説明します。対象となるのは、ホワイトリストの一部として追加されるアドレス、および動的に学習さ

れる MAC アドレスです。上限を減らすと、1 つまたは複数の学習された MAC エントリが削除される

場合があります。デフォルトでの制限は 1 です。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port  

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security maximum addresses n

8. mac security
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詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service 
instance 101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security maximum addresses n

例：
Router(config-if-srv)# mac 
security maximum addresses 10

EFP で許可されるセキュア アドレスの 大数を、整数

値 n に設定（または変更）します。

ステップ 8 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac 
security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。
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例

この例では、EFP で許可されるセキュリティ保護された MAC アドレス数の上限 10 を設定します。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security maximum addresses 10
Router(config-if-srv)# mac security

ブリッジドメインにおける MAC アドレス制限の設定

ここでは、ブリッジドメインに設定するセキュリティ保護された MAC アドレス数の上限を設定する方

法について説明します。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. bridge-domain vlan-id [access | dot1q [tag] | dot1q-tunnel] [broadcast] [ignore-bpdu-pid] 
[pvst-tlv CE-vlan] [increment] [lan-fcs] [split-horizon] 

4. mac limit maximum addresses [n]

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 bridge-domain bridge-id

例：
Router(config)# bridge-domain 12

識別子として bridge-id を使用して、ブリッジドメイン 
インスタンスを設定します。このコマンドにより、ブ

リッジドメイン インスタンスの機能をグローバルに設

定できます。

ステップ 4 mac limit maximum addresses [n]

例：
Router(config-bdomain)# mac limit 
maximum addresses 1000

セキュリティ保護された MAC アドレスの 大数を設

定します。デフォルトは、許可される 大数（10240）
です。
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例

次の例では、セキュリティ保護された MAC アドレス数の上限 10240 を設定します。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac limit maximum address 10240

EFP における違反応答の設定

ここでは、MAC アドレスを動的に学習しようとして、EFP に設定されている MAC セキュリティ ポリ

シーの違反によって失敗した場合に、デバイスで予期する動作を指定する方法について説明します。デ

フォルトの違反動作は EFP のシャットダウンです。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port or interface tengigabitethernet slot/subslot/port  

4. service instance id Ethernet [service-name]

5. encapsulation dot1q vlan-id

6. bridge-domain bridge-id

7. mac security violation restrict または mac security violation protect

8. mac security

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port
or
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/1/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定

します。
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例

次の例では、EFP で restrict 違反応答を設定します。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 4/1/0
Router(config-if)# service instance 10 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 20
Router(config-if-srv)# bridge-domain 100
Router(config-if-srv)# mac security violation restrict
Router(config-if-srv)# mac security

ステップ 4 service instance id Ethernet 
[service-name]

例：
Router(config-if)# service instance 
101 ethernet

サービス インスタンス（EVC のインスタンス）をイン

ターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデ

バイスを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan-id

例：
Router(config-if-srv)# 
encapsulation dot1q 13

入力 dot1q フレームを適切なサービス インスタンスに

インターフェイスでマッピングするために使用する一

致基準を定義します。

ステップ 6 bridge-domain bridge-id 

例：
Router(config-if-srv)# 
bridge-domain 12

サービス インスタンスをブリッジドメイン インスタン

スにバインドします。bridge-id はブリッジドメイン イ
ンスタンスの識別子です。

ステップ 7 mac security violation restrict
or
mac security violation protect

例：
Router(config-if-srv)# mac security 
violation restrict

違反モードを restrict または protect に設定します。

このコマンドの no バージョンにより、違反応答は

シャットダウンに戻されます。

ステップ 8 mac security 

例：
Router(config-if-srv)# mac security

EFP で MAC セキュリティをイネーブルにします。

コマンド 目的
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マルチキャスト機能の設定
ここでは、ES20 ラインカード固有のマルチキャスト機能の設定について説明します。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における VPLS 擬似回
線の IGMP/PIM スヌーピングの設定

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における VPLS 擬似回線のインターネット グループ

管理プロトコル（IGMP）/Protocol Independent Multicast（PIM）スヌーピングでは、VPLS Virtual 
Forwarding Instance（VFI）の Customer Equipment（CE）またはマルチポイント ブリッジング 
VLAN から、マルチキャスト グループに参加する IGMP 要求を送信したリモート ピア CE だけに、レ

イヤ 2 マルチキャスト フレームを送信できます。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における VPLS 擬似回線の IGMP/PIM スヌーピング

では、受信を希望するポートだけにマルチキャスト トラフィックを転送するように、レイヤ 2 LAN 
ポートを動的に設定し、レイヤ 2 でマルチキャスト トラフィックを管理します。VPLS またはマルチ

ポイント ブリッジングでは、VLAN または VFI ごとに IGMP スヌーピングを設定してメンバシップ ツ
リーを構築できます。VLAN または VFI の各リモート レグを仮想ポートおよび VLAN ID で識別でき

るためです。

制約事項および使用上のガイドライン

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE における VPLS 擬似回線の IGMP/PIM スヌーピング

を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• IGMP/PIM スヌーピングは、ブリッジドメイン VLAN でデフォルトでイネーブルです（デフォル

ト動作をディセーブルにするには、no ip igmp snooping コマンドを使用します）。

• IGMP スヌーピングをグローバルにイネーブルにすると、すべての既存 VLAN インターフェイスで 
IGMP スヌーピングがイネーブルになります。IGMP スヌーピングをグローバルにディセーブルに

すると、すべての既存 VLAN インターフェイスで IGMP スヌーピングがディセーブルになります。

• システムでは 32,000 の IGMP グループがサポートされ、ラインカード固有の制限はありません。

• 7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE で MultiPoint Bridging over Ethernet がサポート

されます。

• Virtual Private LAN Service（VPLS）がサポートされます。

• IGMP 設定を検証するには、show ip igmp snooping 特権 EXEC コマンドを使用します。

• IGMP スヌーピングは、トンネリング動作がない場合に限り動作します（パケットがブリッジドメ

イン VLAN に入るとき、パケットに VLAN タグが存在しない必要があります）。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface vlan vlanid

4. no ip address ip-address mask [secondary]

5. ip igmp snooping

6. ipv6 mld snooping
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7. xconnect vfi vfi name

詳細手順

例

これは VLAN 設定の例です。

Router(config)# interface Vlan700
Router(config)# no ip address
Router(config-if)# ip igmp snooping
Router(config-if)# ipv6 mld snooping
Router(config-if)# xconnect vfi vfi700

検証

設定を検証するには、show ip igmp interface vlan コマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 3 interface vlan vlanid

例：
Router(config)# interface vlan 12

一意の VLAN ID 番号を作成し、サブインターフェイス 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 no ip address ip-address mask [secondary]

例：
Router(config)# no ip address

IP 処理をディセーブルにして、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。

ステップ 5 ip igmp snooping

例：
Router(config-if)# ip igmp snooping

IGMP スヌーピングをイネーブルにします。IGMP ス
ヌーピ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。

ステップ 6 ipv6 mld snooping 

例：
Router(config)# ipv6 mld snooping 

Multicast Listener Discovery version 2（MLDv2）ス

ヌーピングをグローバルにイネーブルにします。

MLDv2 スヌーピングをグローバルにディセーブルにす

るには、このコマンドの no 形式を使用します。

ステップ 7 xconnect vfi vfi name

例：
Router(config-if)# xconnect vfi vfi16

VLAN ポートにバインドするレイヤ 2 VFI を指定します。
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MPLS 機能の設定
ここでは、ES20 ラインカード固有の設定時の注意事項がある MPLS 機能について説明します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• AToM の設定（P.2-69）

• MPLS TE CBTS の設定（P.2-73）

• Virtual Private LAN Service の設定（P.2-82）

AToM の設定

Any Transport over MPLS（AToM）は、マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）バックボー

ン上でレイヤ 2 パケットを転送します。AToM はエッジ ルータ間で転送された Label Distribution 
Protocol（LDP; ラベル配布プロトコル）セッションを使用して、接続の設定およびメンテナンスを行

います。2 つのレベルのラベルを使用してエッジ ルータ間でスイッチングを行うと、転送が実行されま

す。外部ラベル（トンネル ラベル）は、MPLS バックボーンを介して入力 Provider Edge（PE; プロバ

イダー エッジ）から出力 PE にパケットをルーティングします。VC ラベルは、トンネル エンドポイン

ト（出力 PE の特定の出力インターフェイス、および ATM Adaptation Layer 5 [AAL5; ATM アダプ

テーション レイヤ 5] プロトコル データ ユニット [PDU] の Virtual Path Identifier [VPI; 仮想パス識別

子 ]/Virtual Channel Identifier [VCI; 仮想チャネル識別子 ] 値、フレーム リレー PDU の Data Link 
Connection Identifier [DLCI] 値、またはイーサネット フレームの仮想 LAN [VLAN] ID）で接続を判

別する Demux ラベルです。

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE におけるスケーラブル 
EoMPLS

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE におけるスケーラブル EoMPLS では、Cisco 7600 
ルータにおける EoMPLS のスケーラビリティが改善されます。スケーラブル EoMPLS を使用すると、

CE 方向ラインカードが、すべての EoMPLS インポジション ラベル処理およびディスポジション ラベ

ル処理を実行します。コアサイドのラインカードの観点からすると、ルータで入出力される AToM パ
ケットは一般 MPLS フレームとして現れます。

制約事項および使用上のガイドライン

7600-ESM-2X10GE および 7600-ESM-20X1GE でスケーラブル EoMPLS を設定する場合は、次の制

約事項および使用上のガイドラインに従ってください。

• スケーラブル EoMPLS は EVC（イーサネット仮想回線）でサポートされます。EVC は、プロバイ

ダーがお客様に提供しているレイヤ 2 サービスの単一インスタンスのエンドツーエンド表現です。

• スケーラブル EoMPLS は、xconnect および QinQ で設定されたサブインターフェイス内ではサ

ポートされません。

• スケーラブル EoMPLS は、QinQ 終端のマッピング済みサービスとしてサポートされます。

• サポートされるサービス インスタンス - ライン カードあたり 16,000（Cisco 7600 シリーズ ルータ

あたり 32,000）

• VC タイプ 4 および VC タイプ 5 がサポートされます。

• 制御ワード操作がサポートされます。
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• 入力ポリシングの場合は、police コマンドのドロップ処理および受け入れ処理だけがサポートされ

ます。

• 入力 COoS マーキングはサポートされません。

• QoS マーキングでは、着信 VLAN dot1q p-bits を発信 MPLS EXP ビットにマッピングすることが

サポートされます。

• QoS マーキングでは、着信 MPLS EXP ビットを発信 VLAN dot1q p-bits にマッピングすることが

サポートされます。

• QoS シェーピングでは、出力擬似回線シェーピングがサポートされます。マッチングは MPLS 
EXP ビットに基づいて行われます。

• EoMPLS の Dot1q 透過性機能がサポートされます。

手順概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface gigabitethernet slot/subslot/port[.subinterface-number] or interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number]

4. [no] service instance id {Ethernet [service-name}

5. encapsulation dot1q vlad id

6. rewrite ingress tag {push {dot1q vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id 
dot1q vlan-id} | pop {1 | 2} | translate {1-to-1 {dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 2-to-1 dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id}| 1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id} | 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id}} 
[symmetric]

7. xconnect peer-id vc-id encapsulation mpls

詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 interface gigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number] 
or 
interface tengigabitethernet 
slot/subslot/port[.subinterface-number] 

例：
Router(config)# interface 
gigabitethernet 4/0/0

設定するギガビット イーサネットまたは 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。

• slot/subslot/port - インターフェイスの場所を指定します。

• subinterface-number：（任意）セカンダリ インターフェイ

ス（サブインターフェイス）の番号を指定します。
2-70
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド

OL-11907-06-J



 

第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

MPLS 機能の設定
例

基本設定の例を次に示します。

次に示すのは、ルータ 1 のカスタマー側ポートです。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet1/0/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q 5 second-dot1q 5 
symmetric
Router(config-if-srv)# xconnect 2.2.2.2 100 encapsulation mpls

次に示すのは、ルータ 1 のグローバル設定です。

Router(config)# interface loopback1
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!MPLS core facing port

ステップ 4 [no] service instance id {Ethernet 
[service-name}

例：
Router(config-if)# service instance 101 
ethernet

サービス インスタンス（EVC をインスタンス化したもの）を

インターフェイスで作成し、config-if-srv サブモードにデバイ

スを設定します。

ステップ 5 encapsulation dot1q vlan id

例：
Router(config-if-srv)# encapsulation 
dot1q 5

入力 dot1q フレームをインターフェイスで適切なサービス イン

スタンスにマッピングする一致基準を定義します。

（注） デフォルト サービス インスタンスをポートで設定する

には、encapsulation dot1q default コマンドを使用し

ます。タグなしイーサネット フレームを入力インター

フェイスでサービス インスタンスにマッピングするに

は、encapsulation dot1q untagged コマンドを使用し

ます。

ステップ 6 rewrite ingress tag {push {dot1q 
vlan-id | dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id} 
| pop {1 | 2} | translate {1-to-1 
{dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
2-to-1 dot1q vlan-id | dot1ad vlan-id}| 
1-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q vlan-id} 
| 2-to-2 {dot1q vlan-id second-dot1q 
vlan-id | dot1ad vlan-id dot1q 
vlan-id}} [symmetric]

例：
Router(config-if-srv)# rewrite ingress 
tag dot1q single symmetric

サービス インスタンスへのフレーム入力で実行されるタグ操作

を指定します。

ステップ 7 xconnect peer-id vc-id encapsulation 
mpls

例：
Router(config-if-srv)# xconnect 
10.0.0.1 123 encapsulation mpls

スケーラブル EoMPLS をサービス インスタンスで設定します。

入力側では、適切なカプセル化が行われたあと、パケットが 
EoMPLS VC でトンネリングされ、コアで送信されます。

コマンドまたはアクション 目的
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Router(config-if)# ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# mpls label protocol ldp
Router(config-if)# mpls ip

次に示すのは、ルータ 2 のカスタマー側ポートです。

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q 5 second-dot1q 5 
symmetric
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

次に示すのは、ルータ 2 のグローバル設定です。

Router(config)# interface loopback1
Router(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!MPLS core facing port

Router(config-if)# ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
Router(config-if)# mpls label protocol ldp
Router(config-if)# mpls ip

シングル VLAN サービス インスタンスをトンネリングする、シングル タグ VLAN 設定の例を次に示

します。

!Customer facing port

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q 5 second-dot1q 5 
symmetric
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

ダブル タグ VLAN フレームをトンネリングする、ダブル タグ VLAN 設定の例を次に示します。

!Customer facing port

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100 second-dot1q 200
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag translate 2-to-2 dot1q 5 second-dot1q 5 
symmetric
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

選択的 QinQ 相互接続設定の例を次に示します。

!Customer facing port

Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 10-20, 30, 50-60
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

すべての着信パケットをリモート ピアにトンネリングする、ポートベース相互接続トンネル設定の例

を次に示します。

!All tag and non-tag packets aggregation
Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation default
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

!All non-tag packets aggregation
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Router(config)# interface TenGigabitEthernet2/0/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation untagged
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

検証

操作を検証するには、次のコマンドを使用します。

MPLS TE CBTS の設定

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）Traffic Engineering（TE; トラフィック エンジニアリ

ング）Class-Based Tunnel Selection（CBTS）を使用すると、同じトンネル ヘッドエンドと同じテー

ルエンド間でさまざまな TE トンネルに、さまざまな Class of Service（CoS; サービス クラス）値を指

定してトラフィックを動的にルーティングしたり転送したりできます。TE トンネルは、標準の TE ト
ンネルまたは DiffServ-aware TE（DS-TE）トンネルにできます。

同じヘッドエンドから同じテールエンドの間で、さまざまな CoS 値を伝送するように設定された一連

の TE（または DS-TE）トンネルは、「トンネル バンドル」と呼ばれます。トンネルは、マスター トン

ネルを作成し、そのマスター トンネルにメンバー トンネルを結合することによって「バンドル（束ね

る）」されます。設定後、CBTS は次の要件を満たすトンネルに、各パケットを動的にルーティングし

て転送します。

• パケットの CoS を伝送するように設定されている。

• パケットの宛先に対応する正しいテールエンドがある。

CBTS は DS-TE トンネル経由でダイナミック ルーティングを行い、設定が 小限で済むので、大規模

なネットワークにおいて、DS-TE の配置が大幅に軽減されます。

CBTS は 8 種類のトンネルですべての CoS 値を配布できます。

コマンド 目的

Router# show ethernet service evc [id evc-id | interface 
interface-id] [detail] 

EVC ID を指定した場合は、指定 EVC に関する情報が表示さ

れ、インターフェイスを指定した場合は、インターフェイス

のすべての EVC に関する情報が表示されます。detail オプ

ションを指定すると、EVC の詳細情報が表示されます。

Router# show ethernet service instance [id instance-id 
interface interface-id | interface interface-id] [detail]

1 つまたは複数のサービス インスタンスに関する情報が表示

されます。サービス インスタンス ID およびインターフェイ

スを指定した場合は、特定サービス インスタンスに関する

データだけが表示されます。インターフェイス ID だけを指

定した場合は、特定インターフェイスのすべてのサービス イ
ンスタンスのデータが表示されます。

Router# show ethernet service interface [interface-id] 
[detail] 

Port Data Block（PDB）の情報が表示されます。

Router# show mpls l2 vc min VC ID max VC ID detail 仮想接続（VC）に関する詳細情報が表示されます。

Router# show mpls l2transport vc VC の状態が表示されます。

Router# show mpls forwarding（出力にはラベル エントリ 
l2ckt が含まれる）

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ラベル転送

情報ベース（LFIB）の内容が表示されます。

Router# show platform software efp-client サービス インスタンスの詳細が表示されます。
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MPLS 機能の設定
CBTS を使用すると、トンネル バンドルである TE トンネルに、さまざまなインターフェイスを通じて

ヘッドエンド ルータを終了させることもできます。

CBTS 設定には、次の処理の実行が含まれます。

• 同じヘッドエンドとテールエンドを指定して複数の（DS-）TE トンネルを作成し、各トンネルに

対して、そのトンネルで伝送する CoS を指示します。

• マスター トンネルを作成してメンバー トンネルを結合し、ルーティング時にマスター トンネルが

認識されるようにします。

制約事項および使用上のガイドライン

MPLS TE Class-Based Tunnel Selection（CBTS）を設定する場合は、次の制約事項および使用上のガ

イドラインに従ってください。

• CBTS には次の前提条件があります。

– すべてのトンネル インターフェイスで MPLS がイネーブルになっている必要があります。

– 汎用コンフィギュレーション モードで Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス 
フォワーディング）または distributed CEF（dCEF; 分散 CEF）をイネーブルにする必要があ

ります。

• CBTS には次の制限事項があります。

– 1 つの宛先について、同じテールエンドで終端するトンネルを使用してすべての CoS 値が伝送

されます。すべての CoS 値がトンネルで伝送されるか、またはトンネルでまったく値が伝送

されないかのいずれかです。したがって、1 つの宛先について、一部の CoS 値を DS-TE トン

ネルでマッピングし、その他の CoS 値を Shortest Path First（SPF; 短パス優先）ラベル配布

プロトコル（LDP）または SPF IP パスでマッピングすることはできません。

– マスター トンネルに Label Switch Path（LSP; ラベル スイッチ パス）は設定されません。標

準のトラフィック エンジニアリング アトリビュート（帯域幅、パス オプション、高速再ルー

ティング）は、マスター トンネルには関連しません。TE アトリビュート（帯域幅、帯域幅

プール、プリエンプト、プライオリティ、パス オプション等）は、トンネルごとに完全に独

立して設定されます。

– CBTS では、複数のトンネルで特定の EXP 値のロードバランスを図ることはできません。特

定の experimental（EXP）値を伝送するように 2 つ以上のトンネルが設定されている場合、

CBTS はその中から 1 つのトンネルを選択してこの EXP 値を伝送します。

– CBTS は、バンピングの集約制御をサポートします。したがって、他のトンネルがダウンした

場合に使用する、デフォルトのトンネルを定義できます。ただし、デフォルトのトンネルがダ

ウンした場合、CBTS ではバンピングを制御できません。CBTS はさらに細かいバンピング制

御はサポートしません。たとえば、音声トンネルがダウンした場合、音声は T2 にリダイレク

トされますが、ビデオ トンネルがダウンした場合は、T3 にリダイレクトされます。

– Any Transport over MPLS（AToM）、MPLS TE Automesh、または Label-Controlled（LC; ラ
ベル制御）ATM では、CBTS の動作はサポートされません。
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MPLS 機能の設定
同じヘッドエンドおよび同じテールエンドでの複数の MPLS メンバー TE または DS-TE トン

ネルの作成 

同じヘッドエンドおよび同じテールエンドで複数の MPLS メンバー TE または DS-TE トンネルを作成

し、各トンネルで伝送する EXP 値を設定するには、次の作業を行います。この作業は、グローバル コ
ンフィギュレーション モードから始めます。

手順概要

1. interface tunnel number

2. ip unnumbered type number 

3. tunnel destination {hostname | ip-address}

4. tunnel mode mpls traffic-eng 

5. tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool | global] bandwidth

6. tunnel mpls traffic-eng exp [list-of-exp-values] [default]

7. exit

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1 interface tunnel number 

例：
Router(config)# interface tunnel 7

トンネル インターフェイス タイプを設定し、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開始

します。

• number：作成または設定するトンネル インター

フェイスの番号

ステップ 2 ip unnumbered type number 

例：
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0

インターフェイスに明示的 IP アドレスを割り当てず

に、インターフェイス上で IP 処理をイネーブルにし

ます。

• type：ルータに IP アドレスが割り当てられてい

る別のインターフェイスのタイプ

• number：ルータに IP アドレスが割り当てられ

ている別のインターフェイスの番号。別の 
unnumbered インターフェイスにはできません。

ステップ 3 tunnel destination {hostname | ip-address} 

例：
Router(config-if)# tunnel destination 10.5.5.5 

このパス オプションの対象となるトンネルの宛先を

指定します。

• hostname：宛先ホストの名前

• ip-address：宛先ホストの IP アドレス（4 つの

部分からなるドット付き 10 進表記）

ステップ 4 tunnel mode mpls traffic-eng 

例：
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 

TE 対応 MPLS へのトンネルのモードを設定します。
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ステップ 5 tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool | 
global] bandwidth

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng 
bandwidth 100

MPLS TE トンネルの帯域を設定します。トンネルに

自動帯域幅を設定する場合は、tunnel mpls 
traffic-eng bandwidth コマンドを使用して、初期ト

ンネル帯域幅を設定します。これは、自動帯域幅メ

カニズムによって調整されます。

• sub-pool：（任意）サブプール トンネルを指定

します。

• global-pool：（任意）グローバル プール トンネ

ルを指定します。このキーワードの入力は必須

ではありません。sub-pool キーワードが指定さ

れていない場合、すべてのトンネルはグローバ

ル プールになります。ただし、DiffServ-aware 
トラフィック エンジニアリング（DS-TE）以前

のイメージを使用しているユーザがこのキー

ワードを入力した場合は、受け入れられます。

• bandwidth：MPLS トラフィック エンジニアリ

ング トンネル用に取り置く帯域幅（キロバイト /
秒）。範囲は 1 ～ 4294967295 です。

（注） これらの TE または DS-TE トンネル上で、

既存の任意の mpls traffic-eng コマンドを設

定できます。

ステップ 6 tunnel mpls traffic-eng exp [list-of-exp-values] 
[default]

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 9

MPLS TE トンネル用の EXP 値を 1 つまたは複数指

定します。

• list-of-exp-values：指定したトンネルに伝送さ

せる EXP 値（1 つまたは複数）。値の範囲は 0 
～ 7 です。

• default：指定したトンネルに、次の条件に該当

するすべての EXP 値を伝送させます。

– 別のトンネルに明示的に割り当てられてい

ない 

– 現在ダウンしているトンネルに割り当てら

れている

ステップ 7 exit

例：
Router(config-if)# 

終了して、グローバル コンフィギュレーション モー

ドに戻ります。

同じヘッドエンド ルータでステップ 1 ～ 7 を繰り返し、このヘッドエンドから同じテールエンドへのその他のトンネルを作

成します。

コマンド 目的
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MPLS 機能の設定
マスター トンネルの作成、メンバー トンネルの結合、およびマスター トンネルの認識

マスター トンネルを作成してメンバー トンネルを結合し、ルーティング時にマスター トンネルが認識

されるようにするには、次の作業を行います。この作業は、グローバル コンフィギュレーション モー

ドから始めます。

手順概要

1. interface tunnel number 

2. ip unnumbered type number 

3. tunnel destination {hostname | ip-address}

4. tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle master

5. tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle member tunnel-id

6. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce

7. tunnel mpls traffic-eng autoroute metric {absolute | relative} value

詳細手順

コマンド 目的

ステップ 1  interface tunnel number 

例：
Router(config)# interface tunnel 7

トンネル インターフェイス タイプを設定し、イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードを開

始します。

• number：作成または設定するトンネル イン

ターフェイスの番号

ステップ 2 ip unnumbered type number 

例：
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0

インターフェイスに明示的 IP アドレスを割り当て

ずに、インターフェイス上で IP 処理をイネーブル

にします。

• type：ルータに IP アドレスが割り当てられて

いる別のインターフェイスのタイプ

• number：ルータに IP アドレスが割り当てられ

ている別のインターフェイスの番号。別の 
unnumbered インターフェイスにはできません。

ステップ 3 tunnel destination {hostname | ip-address} 

例：
Router(config-if)# tunnel destination 10.5.5.5

このパス オプションの対象となるトンネルの宛先

を指定します。

• hostname：宛先ホストの名前

• ip-address：宛先ホストの IP アドレス（4 つの

部分からなるドット付き 10 進表記）

ステップ 4 tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle master

例：
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 
exp-bundle master

これが CBTS 設定に対応するマスター トンネルで

あることを指定します。
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（注） または、自動ルーティングの代わりにスタティック ルーティングを使用して、ルーティング時に TE ま
たは DS-TE トンネルを認識させることもできます。

例

マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）トラフィック エンジニアリング（TE）Class-Based 
Tunnel Selection（CBTS）の設定例を示します。Tunnel1、Tunnel2、および Tunnel3 はメンバー トン

ネル、Tunnel4 はマスター トンネルです。

Router(config)# interface Tunnel1
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0
Router(config-if)# interface destination 24.1.1.1
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth sub-pool 30000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 5

Router(config)# interface Tunnel2
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0
Router(config-if)# interface destination 24.1.1.1

ステップ 5 tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle member 
tunnel-id

例：
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 
exp-bundle member Tunnel20000

マスター トンネルにメンバー トンネルを結合します。

• tunnel-id：マスター トンネルに結合するトンネ

ル インターフェイスの番号

メンバー トンネルごとにこのコマンドを繰り返し

ます。

ステップ 6 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng 
autoroute announce

Interior Gateway Protocol（IGP; 内部ゲートウェイ 
プロトコル）で、拡張 短パス優先（SPF）の計算

に（トンネルがアップの場合）トンネルを使用する

ことを指定します。

ステップ 7 tunnel mpls traffic-eng autoroute metric 
{absolute | relative} value

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng 
autoroute metric relative -1

（任意）IGP 拡張 SPF 計算で使用する MPLS TE ト
ンネル メトリックを指定します。

• absolute：絶対メトリック モード。正のメト

リック値を入力できます。

• relative：相対メトリック モード。正、負、ま

たはゼロの値を入力できます。

• value：IGP 拡張 SPF 計算で使用するメトリッ

ク。相対値は -10 ～ 10 です。

（注） 相対メトリック値は -10 ～ +10 ですが、負

の値を指定してトンネル メトリックを設定

すると、誤設定と見なされます。ルーティ

ング テーブルに基づいたトンネル テールエ

ンドまでのメトリックが見かけ上 4 の場合、

トンネル テールエンド ルータまでのコスト

は、実際には 3 です。ループバック アドレ

スに到達するためのコストとして 1 が加算

されるからです。この場合、相対メトリッ

クとして設定できる 小値は -3 です。

コマンド 目的
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Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 50000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 3 4

Router(config)# interface Tunnel3
Router(config-if)# ip unnumbered loopback0
Router(config-if)# interface destination 24.1.1.1
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 10000
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp default

Router(config)# interface Tunnel4
Router(config-if)# interface destination 24.1.1.1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp-bundle master
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel1
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel2
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp-bundle member Tunnel3
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng autoroute enable

MPLS TE または DS-TE トンネルが動作しており、かつ IGP にアナウンスされていることの確認 

次の show コマンドを使用すると、MPLS TE または DS-TE トンネルが動作しており、かつ IGP にア

ナウンスされているかどうかを確認できます。いずれのコマンドも、特権 EXEC コンフィギュレー

ション モードで入力します。

コマンド 目的

show mpls traffic-eng topology {A.B.C.D | igp-id 
{isis nsap-address | ospf A.B.C.D} [brief]} 

このノードで現在認識されている、MPLS トラフィック エン

ジニアリング グローバル トポロジが表示されます。

• A.B.C.D：IP アドレス（インターフェイス アドレスに対

するルータ識別子）でノードを指定します。

• igp-id：IGP ルータ識別子でノードを指定します。

• isis nsap-address：Integrated Intermediate 
System-to-Intermediate System（IS-IS）を使用している

場合、ルータ識別情報（nsap-address）でノードを指定

します。

• ospf A.B.C.D：Open Shortest Path First（OSPF）を使用

している場合、ルータ識別子でノードを指定します。

• brief：トポロジの概略を示します。

show mpls traffic-eng exp EXP マッピングを表示します。

show ip cef [type number] [detail] Forwarding Information Base（FIB; 転送情報ベース）のエン

トリを表示するか、または FIB のサマリーを表示します。

• type number：FIB エントリの表示対象となるインター

フェイスのタイプおよび番号を指定します。

• detail：詳細な FIB エントリ情報を表示します。
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show mpls traffic-eng topology コマンドの出力で、MPLS TE グローバル トポロジを表示します。

Router# show mpls traffic-eng topology 10.0.0.1

IGP Id: 10.0.0.1, MPLS TE Id:10.0.0.1 Router Node  (ospf 10  area 0) id 1
link[0]: Broadcast, DR: 180.0.1.2, nbr_node_id:6, gen:18

  frag_id 0, Intf Address:180.0.1.1
  TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
  SRLGs: None 
  physical_bw: 100000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)
  max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)
                         Global Pool       Sub Pool
       Total Allocated   Reservable        Reservable
       BW (kbps)         BW (kbps)         BW (kbps)

       ---------------   -----------       ----------
bw[0]:            0             1000                0
bw[1]:            0             1000                0
bw[2]:            0             1000                0
bw[3]:            0             1000                0
bw[4]:            0             1000                0
bw[5]:            0             1000                0
bw[6]:            0             1000                0
bw[7]:          100              900                0

link[1]: Broadcast, DR: 180.0.2.2, nbr_node_id:7, gen:19
  frag_id 1, Intf Address:180.0.2.1
  TE metric:1, IGP metric:1, attribute_flags:0x0
  SRLGs: None 
  physical_bw: 100000 (kbps), max_reservable_bw_global: 1000 (kbps)

  max_reservable_bw_sub: 0 (kbps)
                         Global Pool       Sub Pool
       Total Allocated   Reservable        Reservable
       BW (kbps)         BW (kbps)         BW (kbps)

       ---------------   -----------       ----------
bw[0]:            0             1000                0
bw[1]:            0             1000                0
bw[2]:            0             1000                0
bw[3]:            0             1000                0
bw[4]:            0             1000                0
bw[5]:            0             1000                0
bw[6]:            0             1000                0
bw[7]:            0             1000                0

show mpls forwarding-table [network {mask | length} 
[detail]]

MPLS Label Forwarding Information Base（LFIB; ラベル転

送情報ベース）の内容を表示します。

• network：宛先ネットワーク番号を指定します。

• mask：指定のネットワークで使用するネットワーク マス

クを指定します。

• length：宛先マスクのビット数を指定します。

• detail：ロング形式で情報を表示します。カプセル化長、

MAC ストリング長、Maximum Transmission Unit
（MTU; 大伝送ユニット）、およびすべてのラベルが含

まれます。

show mpls traffic-eng autoroute 内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）にアナウンスされてい

るトンネルを表示します。

コマンド 目的
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show mpls traffic-eng exp コマンドの出力で、トンネルの EXP マッピング情報を表示します。

Router# show mpls traffic-eng exp

Destination: 10.0.0.9
Master:Tunnel10Status: IP

Members: StatusConf EXPActual EXP
Tunnel1UP/ACTIVE55
Tunnel2UP/ACTIVEdefault0 1 2 3 4 6 7
Tunnel3UP/INACTIVE(T)2
Tunnel4DOWN3
Tunnel5UP/ACTIVE(NE)

(T)=Tailend is different to master
(NE)=There is no exp value configured on this tunnel.

show ip cef detail コマンドの出力で、トンネルの詳細な FIB エントリ情報を表示します。

Router# show ip cef tunnel1 detail

IP CEF with switching (Table Version 46), flags=0x0
31 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 2
2 instant recursive resolutions, 0 used background process
8 load sharing elements, 8 references
6 in-place/0 aborted modifications
34696 bytes allocated to the FIB table data structures
universal per-destination load sharing algorithm, id 9EDD49E1
1(0) CEF resets

Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
Tree summary:
8-8-8-8 stride pattern
short mask protection disabled

31 leaves, 23 nodes using 26428 bytes
Table epoch: 0 (31 entries at this epoch)
Adjacency Table has 13 adjacencies
10.0.0.9/32, version 45, epoch 0, per-destination sharing
0 packets, 0 bytes
tag information set, all rewrites inherited
local tag: tunnel head
via 0.0.0.0, Tunnel1, 0 dependencies
traffic share 1
next hop 0.0.0.0, Tunnel1
valid adjacency
tag rewrite with Tu1, point2point, tags imposed {12304}
0 packets, 0 bytes switched through the prefix
tmstats: external 0 packets, 0 bytes
internal 0 packets, 0 bytes

show mpls forwarding-table detail コマンドの出力で、MPLS LFIB からの詳細情報を表示します。

Router# show mpls forwarding 10.0.0.9 detail

Local  Outgoing    Prefix            Bytes tag  Outgoing   Next Hop    
tag    tag or VC   or Tunnel Id      switched   interface              

Tun hd Untagged    10.0.0.9/32       0          Tu1        point2point  
MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12304}, via Fa6/0
00027D884000000ED70178A88847 03010000
No output feature configured

Per-exp selection: 1  
Untagged    10.0.0.9/32       0          Tu2        point2point  

MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12305}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03011000
No output feature configured

Per-exp selection: 2  3  
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Untagged    10.0.0.9/32       0          Tu3        point2point  
MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12306}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03012000
No output feature configured

Per-exp selection: 4  5  
Untagged    10.0.0.9/32       0          Tu4        point2point  

MAC/Encaps=14/18, MRU=1500, Tag Stack{12307}, via Fa6/1
00027D884001000ED70178A98847 03013000
No output feature configured

Per-exp selection: 0  6  7 

show mpls traffic-eng autoroute コマンドの出力で、内部ゲートウェイ プロトコル（IGP）にアナウ

ンスされているトンネルを表示します。

Router# show mpls traffic-eng autoroute

MPLS TE autorouting enabled
destination 10.0.0.9, area ospf 10  area 0, has 4 tunnels
Tunnel1     (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)
Tunnel2     (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)
Tunnel3     (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)
Tunnel4     (load balancing metric 20000000, nexthop 10.0.0.9)
(flags: Announce)

Virtual Private LAN Service の設定 
Virtual Private LAN Service（VPLS）を使用すると、IP、MPLS、または両方のハイブリッドといった

パケット スイッチド ネットワークを介して、地理的に分離された LAN セグメントを 1 つのブリッジ

ド ドメインとして相互接続できます。

VPLS は、レイヤ 2 バーチャル プライベート ネットワーク（L2VPN）の実装と対応付けられている 
CE で、ネットワーク再構成の問題を解決します。現在、Cisco IOS ソフトウェアが実装する L2VPN 
は、ポイントツーポイント接続を作成して、2 つのピア カスタマー サイトを構成する 2 つの接続 VC 
を相互接続します。L2VPN ネットワークのすべてのサイト間で直接通信するには、ピアである接続 
VC の各ペア間に、個別のエミュレーテッド VC を作成する必要があります。

たとえば、同じ L2VPN ネットワークの 2 つのサイトが同じ PE に接続されている場合、2 つのサイト

間で 1 つの共通のエミュレーテッド VC を共有するのではなく、所定のリモート サイトに対して 2 つ
のエミュレーテッド VC を別々に設定する必要があります。サービス プロバイダー バックボーンを使

用して、LAN セグメントと相互接続する L2VPN カスタマーの場合、現在の実装では、事実上、マル

チアクセス ブロードキャスト ネットワークがフル メッシュ構造のポイントツーポイント ネットワーク

に変わるため、既存の CE デバイスを広範に再構成することが必要になります。

VPLS はマルチポイント L2VPN アーキテクチャであり、EoMPLS ブリッジング技法によって 2 つ以上

のカスタマー デバイスを接続します。EoMPLS による VPLS では、MPLS ベースのプロバイダー コア

を使用します。このコアでは、PE ルータが協同でコア内の所定の VPLS インスタンスにカスタマーの

イーサネット トラフィックを転送しなければなりません。

VPLS はプロバイダー コアを使用して複数の接続回線をまとめ、複数の接続回線を接続する仮想ブリッ

ジをシミュレートします。カスタマーから見ると、VPLS のトポロジは存在しません。すべての CE デ
バイスは、プロバイダー コアでエミュレートされる論理ブリッジに接続されているように見えます。
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エッジに対して MPLS を使用する Hierarchical Virtual Private LAN Service（H-VPLS）

フラットつまり非階層型の VPLS 構成では、すべての PE ノード間に pseudowire（PW; 擬似回線）の

フル メッシュが必要です。擬似回線では、VLAN および対応する擬似ポートを定義します。

Hierarchical Virtual Private LAN Service（H-VPLS）は、フル メッシュとハブアンドスポーク構成を

組み合わせることによって、シグナリングと複製の両方のオーバーヘッドを軽減します。ハブアンドス

ポーク構成は、スプリット ホライズンと連動して PW 間でパケットをスイッチングさせるので、PE 間
の PW 数が事実上、少なくなります。

図 2-2 エッジ ネットワークに対して MPLS を使用する H-VPLS 

エッジ アーキテクチャに対して MPLS を使用する H-VPLS では、Ethernet Access Island（EAI）が 
VPLS コア ネットワークと連動し、さらに基礎のトランスポート メカニズムとしての MPLS と連動し

ます。EAI は標準のイーサネット ネットワークと同様に動作します。図 2-2 では、EAI にデバイス 
CE1、CE2a、および CE2b が配置されています。EAI 内の CE デバイスからのトラフィックは、算出

されたスパニング ツリー パス上で User-facing Provider Edge（UPE; ユーザ側プロバイダー エッジ）

デバイスによって、EAI 内でローカルにスイッチングされます。各 UPE デバイスは、PW によって 1 
つまたは複数の Network-facing Provider Edge（NPE）デバイスに接続されます。UPE のローカル ト
ラフィックは、Network-facing Provider Edge（NPE）デバイスに転送されません。

VPLS の設定時の注意事項

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードで VPLS を設定するときは、次の注意

事項を考慮してください。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータ

ごとに 4000 までの VPLS ドメインがサポートされます。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータ

のドメインごとに 60 までの VPLS ピアがサポートされます。

PE-PoP

PE-PoP

15
80

88

PE-CLE

L2VPN

CE4

7600

  LDP802.3 .1Q
AToM

L2TPv3

PSN

CE1

400

401

CE2a

CE2b

WG 

VLAN CE-VLAN

PE-PoP

401 EType SA DA 100 33

MPLS 

SP  VC
 LSP

 PE 
VPLS
2-83
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカード コンフィギュレーション ガイド

OL-11907-06-J



 

第 2 章      Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードの設定

MPLS 機能の設定
• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードは 大 30,000 の擬似回線をサポー

トします。任意のドメインおよびピアの組み合わせで使用可能であり、ドメインの 大数は 4000、
ピアの 大数は 60 です。たとえば、7 つのピアで 大 4000 ドメイン、または 500 ドメインで 大 
60 ピアがサポートされます。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードで VPLS を設定するときは、次の注

意事項を考慮してください。

– QinQ エッジでの H-VPLS：Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードが

アップリンクで必要となり、LAN ポートまたは Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 
20G ラインカードがダウンリンクで必要となります。

• MPLS エッジでの H-VPLS では、オプティカル サービス モジュール、Cisco 7600 SIP-600、Cisco 
7600 SIP-400、Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードのうちいずれかが、

ダウンリンク（UPE 方向）およびアップリンク（MPLS コア）の両方で必要となります。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードは、Transparent LAN Service（TLS; 
透過型 LAN サービス）および Ethernet Virtual Connection Services（EVCS）を提供します。

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードでは次の VPLS 機能がサポートされ

ます。

– MPLS エッジでの H-VPLS

– QinQ エッジでの H-VPLS

– ポイントツーマルチポイント EoMPLS およびフルメッシュ PE 構成を使用する VPLS

• Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ラインカードでの VPLS の設定については、この

マニュアルのガイドラインおよび次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/products_white_paper09186a00801df1df.shtm
l および 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/module_installation_and_configuration_guide
s_chapter09186a0080523f3c.html

SVI ベースの IP/ルーテッド インターワーキングの設定 

インターワーキングによって、2 つの異種 Attachment Circuit（AC; 接続回線）が相互接続されます。

使用されるインターワーキング機能のタイプは、次の基準によって決まります。

• 使用される AC タイプ 

• リレーされるデータ タイプ

• ルータでサポートされる機能のレベル 

現在サポートされているインターワーキング機能は、次のとおりです。

• ブリッジド インターワーキング：レイヤ 3（L3）の内容に関係なく、レイヤ 2（L2）パケットで

使用されます。Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）は、ルー

ティングに参加しません。

• イーサネット インターワーキング：ブリッジド インターワーキングのマルチプロトコル ラベル ス
イッチング（MPLS）を介したイーサネット（ポート）擬似回線で使用されます。

• ルーテッド インターワーキング：L3 パケットをリレーするために使用されます。プロトコル タイ

プごとに異なるルーテッド インターワーキングがあります。Internet Protocol（IP; インターネッ

ト プロトコル）インターワーキングまたはスイッチ仮想インターフェイス（SVI）/VLAN ベース

の IP/ルーテッド インターワーキングは、IP over MPLS（マルチプロトコル ラベル スイッチング）

擬似回線を使用してデータをリレーします。
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Ethernet-to-Ethernet または PPP-to-PPP は MPLS および IP を介したレイヤ 2 転送をサポートするた

め、L2VPN インターワーキングはこの機能を強化して異なる接続回線を接続します。インターワーキ

ング機能では、異なるレイヤ 2 カプセル化間でデータは変換されます。ES20 ラインカードは、IP ルー

テッド インターワーキング（IP インターワーキングとも呼ばれる）をサポートします。

ルーテッド モード AToM（Any Transport over MPLS）インターワーキングでは、次の処理が実行され

ます。

• アドレス解決プロトコル（ARP）はイーサネット PE で終端します。

• ペイロードがコアに送信されるときに、イーサネット ヘッダーはなく、フレームリレーまたは 
ATM を使用して PE にリレーできません。

• ATM または Frame Relay（FR; フレームリレー）側では L2 カプセル化は処理されません。

擬似回線クラス コンフィギュレーションモードでインターワーキング {ethernet | ip} コマンドを実行

すると、次の処理が実行されます。

• 接続回線はローカルで終端されます。

• イーサネット キーワードによって、イーサネット フレームは接続回線から削除され、擬似回線で

リレーされます。

• イーサネット エンドツーエンド送信が前提となります。

• 非イーサネット接続回線フレームはドロップされます。

• VLAN タグは削除され、タグなしイーサネット フレームが保持されます。

制約事項および使用上のガイドライン

• ES20 では SVI ベースのインターワーキングだけがサポートされます。

• ES20 では ATM/FR はサポートされません。

ATM AAL5 へのイーサネット VLAN を設定する手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. pseudowire-class pw-class-name 

4. encapsulation mpls 

5. interworking ip

6. vlan vlan-id

7. interface vlan vlan-id 

8. no ip address

9. xconnect destination-id vc-id pw-class pw-class-name

10. exit
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ATM AAL5 へのイーサネット VLAN を設定する詳細手順

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• パスワードを要求されたら入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 pseudowire-class pw-class-name 

例：
Router (config)# pseudowire-class 
abc 

擬似回線クラスに擬似回線クラス インスタンスを定義します。

ステップ 4 encapsulation mpls

例：
Router# (config-pw-class)# 
encapsulation mpls

擬似回線クラスにカプセル化を定義します。

ステップ 5 interworking ip

例：
Router# (config-pw-class)# 
interworking ip

擬似回線クラスにインターワーキング タイプを定義します。

ステップ 6 vlan vlan-id

例：
Router# vlan 119

ルータ モードで VLAN インスタンスを設定します。

ステップ 7 interface vlan vlan-id

例：
Router (config)# interface vlan 119

コンフィギュレーション モードで VLAN インターフェイスを作

成します。

ステップ 8 no shut

例：
Router (config-if)# no shut

VLAN インターフェイスをリリースします。

ステップ 9 xconnect destination-id vc-id 
pw-class pw-class-name

例：
Router (config-if)# xconnect 
12.205.2.2 119 pw-class abc

リモート エンドへの擬似回線 VC を作成します。

ステップ 10 exit コンフィギュレーション モードを終了します。
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例

次のコマンドを使用して、SVI インターフェイスで ATM AAL5 へのイーサネット VLAN を設定します。

pseudowire-class pwc-mpls-ip

encapsulation mpls

interworking ip

!

vlan 119

!

interface Vlan119

 no ip address

 xconnect 12.205.2.2 119 pw-class pwc-mpls-ip

検証

show mpls l2 vc or show mpls l2 vc <vc-id> detail コマンドを使用して、VC または擬似回線のステー

タスを確認します。

Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス 20G ライン
カードのリセット

ES20 ラインカードをリセットするには、特権 EXEC コンフィギュレーション モードで次のコマンド

を使用します。

コマンド 目的

Router# hw-module module slot reset 指定スロットの ES20 ラインカードの電源をオフにし

てからオンに切り替えます。

• slot：ES20 ラインカードが取り付けられている

シャーシ スロット番号を指定します。
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SFP-GE-T サポート
Cisco 7600-ES20-GE ライン カードの SFP-GE-T は、10 Mbps、100 Mbps、1000 Mbps の速度をサ

ポートします。速度は自動ネゴシエーションされないため、speed コマンドを使用して設定する必要が

あります。全二重モードだけがサポートされます。

（注） デュプレックス モードの自動ネゴシエーションはサポートされていないため、リモート ポートを全二

重モードに手動で設定する必要があります。

各イーサネットのインターフェイスは、10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps の任意の組み合わせ

で個別に設定できます。

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 モードで次のコ

マンドを使用します。

コマンド 目的

Router (config-if)# speed

例：

Router(config-if)# speed 10

インターフェイスの速度を設定します。

指定可能な値：

• 10 Mbps の場合は 10

• 100 Mbps の場合は 100

• 1000 Mbps の場合は 1000
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