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マルチプロトコル ラベル スイッチング
（MPLS）機能の設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ Ethernet Services Plus（ES+）ラインカードの MultiProtocol Label 
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）機能を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。

この章で使用するコマンドの詳細については、

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122sr/cr/index.htm の『Cisco IOS 
Release 12.2 SR Command References』を参照してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• Any Transport over MPLS（AToM）の設定（P.6-1）

• MPLS トラフィック エンジニアリング（TE）Class-Based Tunnel Selection（CBTS）の設定

（P.6-6）

• Virtual Private LAN Service（VPLS）の設定（P.6-16）

Any Transport over MPLS（AToM）の設定

Any Transport over MPLS（AToM）は 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。Virtual Connection（VC; 仮想接続）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）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 Virtual LAN（VLAN） ID）で接続を判別する Demux ラベルです。

Cisco 7600 シリーズ ES+ ラインカードにおけるスケーラブル Ethernet over MPLS
（EoMPLS）

スケーラブル Ethernet over MPLS（EoMPLS）を使用すると、Customer Equipment（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。
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第 6 章      マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）機能の設定

  
制約事項および使用上のガイドライン

Cisco 7600 シリーズ ES+ ラインカードの 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 Ethernet Virtual Circuit（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、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。

• 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。

• 入力 COS-inner マーキングがサポートされます。

• 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（EVC の書き換えがポップ タグの場合）。

• 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/port または interface tengigabitethernet slot/port

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

5. encapsulation dot1q vlan-id second-dot1q {any | vlan-id[vlan-id[-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. xconnect peer-id vc-id encapsulation mpls
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第 6 章      マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）機能の設定

  
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/port 
または 
interface tengigabitethernet 
slot/port 

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

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/port：インターフェイスの場所を指定します。

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 
second-dot1q {any | 
vlan-id[vlan-id[-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。
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例

以下は基本設定の例です。

以下は、ルータ 1 のカスタマー側ポートです。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 1/1
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100
Router(config-if-srv)# rrewrite ingress tag translate 1-to-2 dot1q 5 second-dot1q 5 
symmetric
Router(config-if-srv)# xconnect 2.2.2.2 100 encapsulation mpls

以下は、ルータ 1 のグローバル設定です。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface loopback1
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!MPLS core facing port
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

以下は、ルータ 2 のカスタマー側ポートです。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
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

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後、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-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

以下は、ルータ 2 のグローバル設定です。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface loopback1
Router(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

以下は、MPLS コア側ポートです。

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

以下は、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 設定の例です。

以下は、カスタマー側ポートです。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
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

以下は、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 設定の例です。

以下は、カスタマー側ポートです。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
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

以下は、選択的 QinQ 相互接続設定の例です。

以下は、カスタマー側ポートです。

Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
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

以下は、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

定の例です。

!All tag and non-tag packets aggregation
Router# enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
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
Router(config)# interface TenGigabitEthernet 2/2
Router(config-if)# service instance 100 ethernet
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Router(config-if-srv)# encapsulation untagged
Router(config-if-srv)# xconnect 1.1.1.1 100 encapsulation mpls

検証

動作を検証するには、次のコマンドを使用します。

MPLS トラフィック エンジニアリング（TE）Class-Based Tunnel 
Selection（CBTS）の設定

MPLS Traffic Engineering（TE; トラフィック エンジニアリング）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/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、設定が最小限で済むので、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、または複数のトンネルに複数の CoS 値を配布できます。

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。

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 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。

（注） 出力にはラベル エントリ l2ckt が含まれます。
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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。

MPLS TE CBTS の制約事項および使用上のガイドライン

MPLS TE 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）または distributed 
CEF（dCEF）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

されないかのどちらかです。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）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 LSP 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、各トンネルと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。EXP 値は定義済み

ルールによって計算されます。

– 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。

– AToM、MPLS TE Automesh、または Label-Controlled（LC）ATM では、CBTS の動作はサ

ポートされません。

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
ネルを作成する場合 

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. enable

2. configure terminal
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3. interface tunnel number

4. ip unnumbered type number 

5. tunnel destination {hostname | ip-address}

6. tunnel mode mpls traffic-eng 

7. tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool | global] bandwidth

8. tunnel mpls traffic-eng exp [list-of-exp-values] [default]

9. 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 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 4 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することはで

きません。

ステップ 5 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 6 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 7 tunnel mpls traffic-eng bandwidth [sub-pool | 
global] bandwidth

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng 
bandwidth 100

MPLS TE トンネルの帯域幅を設定します。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、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 TE トンネル用に取り置く帯

域幅（キロビット /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 8 tunnel mpls traffic-eng exp [list-of-exp-values] 
[default]

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng exp 7

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 9 exit

例：
Router(config-if)# exit

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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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. enable

2. configure terminal

3. interface tunnel number 

4. ip unnumbered type number 

5. tunnel destination {hostname | ip-address}

6. tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle master

7. tunnel mode mpls traffic-eng exp-bundle member tunnel-id

8. tunnel mpls traffic-eng autoroute announce

9. tunnel mpls traffic-eng autoroute metric {absolute | relative} value

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 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 4 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することはで

きません。
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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。

ステップ 5 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 6 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。

ステップ 7 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 8 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

例：
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng 
autoroute announce

Interior Gateway Protocol（IGP）で、拡張 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 9 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最小値は -3です。

コマンド 目的
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例

MPLS TE 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# enable
Router# configure terminal
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
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
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MPLS TE または DS-TE トンネルが動作していて IGP にアナウンスされていることを確認す

る場合 

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いて、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。

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 

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。

show mpls forwarding-table [network {mask | length} 
[detail]]

LFIB 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; 最大伝送ユニット）、およびすべてのラベルが含

まれます。

show mpls traffic-eng autoroute IGP にアナウンスされているトンネルを表示します。
6-13
Cisco 7600 シリーズ イーサネット サービス Plus ライン カード コンフィギュレーション ガイド

OL-16147-02-J



 

第 6 章      マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）機能の設定

  
  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 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)
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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  
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、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)
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Virtual Private LAN Service（VPLS）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、Layer 2 Virtual Private Network（L2VPN; レイヤ 2 VPN）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。L2PVN 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 L2PVN カスタマーにとって、現在の実装は、事実上マルチ

アクセス ブロードキャスト ネットワークをフル メッシュ構造のポイントツーポイント ネットワークに

変えるので、既存の CE デバイスで広範な再構成が必要になります。

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。

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。

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。
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図 6-1 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 6-1 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、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 ES+ 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 ES+ ラインカードでは、Cisco 7600 シリーズ ルータごとに 4,096（4K）まで

の VPLS ドメインがサポートされます。

• Cisco 7600 シリーズ ES+ 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 110 ま
での VPLS ピアがサポートされます。

• Cisco 7600 シリーズ ES+ ラインカードは最大 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、ドメインの最大数は 4,096、ピアの最大数は 110 で
す。たとえば、7 つのピアで最大 4,000 ドメイン、500 ドメインで最大 60 ピア、273 ドメインで 
110 ピアです。

• Cisco 7600 シリーズ ES+ 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 ES+ ラインカードがアップリンクで、LAN 
ポートまたは Cisco 7600 シリーズ ES+ ラインカードがダウンリンクで必要です。

• 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 ES+ 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。
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• Cisco 7600 シリーズ ES+ 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 ES+ 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 ES+ ラインカードで VPLS を設定する場合は、このマニュアルの注意事項を

考慮し、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.shtml 
および 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps368/module_installation_and_configuration_guides_
chapter09186a0080523f3c.html
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