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4 ポート ギガビット イーサネット 
WAN OSM の設定

この章では、Cisco 7600 シリーズ ルータ上でサポートされる 4 ポート ギガビット イーサネット 

WAN OSM（オプティカル サービス モジュール）（OSM-2+4GE-WAN+ および 

OSM-4GE-WAN-GBIC）の機能について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

• サポート対象の機能（p.4-2）

• OSM-4GE-WAN-GBIC から OSM-2+4GE-WAN+ へのアップグレード前の設定保存（p.4-3）

• ギガビット イーサネット WAN ポートの設定（p.4-4）

• QoS（p.4-9）
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サポート対象の機能
ギガビット イーサネット WAN OSM では、次のレイヤ 3 機能がサポートされます。

• 分散 IP サービスの転送

• Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）

• Ethernet over Multiprotocol Label Switching（EoMPLS）

• Frame Relay over MPLS

• ATM Cell Relay over MPLS VC モード

• ATM AAL5 over MPLS

• IOS Modular QoS Command Line Interface（MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイ

ス）QoS（サービス品質）

• フロー制御

• 802.1Q VLAN（仮想 LAN）トランキング

• Hot Standby Routing Protocol（HSRP）

• ジャンボ フレーム

• ポートあたり最大 32,000 の MAC アドレスのサポート

• 最大 32,000 の同時 Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）エントリのサポート

• 最大 32,000 の同時 QoS エントリのサポート

• SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）I および II

• ポートあたり 4 つの RMON グループ（統計情報、履歴、アラーム、イベント）

• Online Insertion and Removal（OIR; ホットスワップ）

• ISL（スイッチ間リンク）

（注） OSM-2+4GE-WAN+ モジュールはレイヤ 2 ギガビット イーサネット LAN ポートの ISL はサ

ポートしますが、レイヤ 3 ギガビット イーサネット WAN ポートの ISL はサポートしませ

ん。

OSM のレイヤ 2 ギガビット イーサネット ポートは、Cisco 7600 シリーズ ルータのスーパーバイザ

エンジンから設定されます。OSM のレイヤ 2 ギガビット イーサネット ポートの機能サポートおよ

び設定情報については、「レイヤ 2 ソフトウェア機能」（p.1-4） のリンクを参照してください。
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OSM-4GE-WAN-GBIC から OSM-2+4GE-WAN+ へのアップグレード前
の設定保存

OSM-4GE-WAN-GBIC から OSM-2+4GE-WAN+ にアップグレードする場合、既存の設定は保存され

ず、新しい OSM-2+4GE-WAN+ に適用されません。

OSM-4GE-WAN-GBIC から OSM-2+4GE-WAN+ へアップグレードする場合の既存の設定を保存す

る手順は、次のとおりです。

ステップ 1 write memory コマンドを入力してから、OSM-4GE-WAN-GBIC を取り外します。

ステップ 2 新しい OSM-2+4GE-WAN+ を取り付けます。

ステップ 3 copy startup-config running-config コマンドを入力します。

ステップ 4 write memory コマンドを入力します。

警告 OSM-4GE-WAN-GBIC ポート内での GBIC（ギガビット インターフェイス コンバータ）の向きは、

OSM-2+4GE-WAN+ の LAN ポートの GBIC の向きとは逆です（上下逆）。
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ギガビット イーサネット WAN ポートの設定
4 ポート ギガビット イーサネット WAN OSM 上の 4 つのギガビット イーサネット WAN ポートは、

Cisco IOS ソフトウェアによって制御され、あらゆる標準 Cisco IOS 機能をサポートします。標準

Cisco IOS 機能および GE-WAN ポートでサポートされるルーティング プロトコルの設定について

は、次の URL にアクセスし、該当する Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド

リファレンスを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/index.htm

インターフェイスの基本設定

4 ポート ギガビット イーサネット WAN OSM が正しく搭載されていることを確認してから、

configure コマンドを使用して、ギガビット イーサネット WAN インターフェイスを設定します。

次に、基本的な設定の手順を示します。この手順ではインターフェイスをイネーブルにして、IP

ルーティングを指定します。システム コンフィギュレーションの要件に応じて、他のコンフィギュ

レーション サブコマンドの入力が必要になることがあります。

（注） 4 ポート ギガビット イーサネット WAN モジュール上のサブインターフェイスは HSRP グループ番

号を共有できません。その結果、ギガビット イーサネット WAN ポート当たり 16 の HSRP グルー

プのみがサポートされます。

（注） メイン ギガビット イーサネット WAN インターフェイスに指定した Maximum Transmission Unit
（MTU; 最大伝送ユニット）サイズは、メイン インターフェイス上に設定したすべてのサブインター

フェイスに適用されます。メイン インターフェイスに指定した MTU サイズと異なる MTU サイズ

を、サブインターフェイスに指定することはできません。

ギガビット イーサネット WAN インターフェイスを設定する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 show version コマンドを入力し、システムがモジュールを認識していることを確認します。

Router# show version

ステップ 2 show interface コマンドを入力し、各ポートのステータスを調べます。

Router# show interface

ステップ 3 コンフィギュレーション モードを開始し、コンフィギュレーション サブコマンドの入力元として、

コンソール端末を指定します。

Router# configure terminal 

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios121/121cgcr/index.htm
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ステップ 4 ip routing コマンドを入力し、IP ルーティングをイネーブルにします。

Router(config)# ip routing

ステップ 5 プロンプトに、interface コマンドに続けて type（ge-wan） および slot/port 番号を入力することによっ

て、新しく設定するインターフェイスを指定します。次に、スロット 3 にギガビット イーサネット

WAN OSM が搭載されている場合の例を示します。

Router(config)# interface ge-wan 3/0

ステップ 6 次の例のように、ip address コンフィギュレーション サブコマンドを使用して、IP アドレスとサブ

ネットマスクをインターフェイスに割り当てます。

Router(config-if)# ip address 10.1.2.3 255.255.255.255 

デフォルトでは、デュプレックス、速度、フロー制御など、GE-WAN インターフェイスのリンク

パラメータの自動ネゴシエーションが設定されます。フロー制御をディセーブルにしてインター

フェイスを強制的に 1000/ 全二重モードにするには、コマンドで自動ネゴシエーションをオフにし

ます。

Router(config-if)# no negotiation auto

（注） アクティブなインターフェイスのネゴシエーション モードを変更すると、新しいネゴシエーショ

ン モードが開始できるよう、インターフェイスが停止してフラップされ、バックアップされます。

このため、ネゴシエーション モードの変更は、インターフェイスのシャットダウン時以外は行わ

ないことを推奨します。

ヒント リンク パラメータの自動ネゴシエーションをデフォルト設定に戻すには、negotiation auto コマン

ドを使用してください。

ステップ 7 シャットダウン ステートをアップに変更し、インターフェイスをイネーブルにします。

Router(config-if)# no shutdown 

no shutdown コマンドによって、enable コマンドがギガビット イーサネット モジュールに割り当て

られます。また、受信した最新のコンフィギュレーション コマンドに基づいてモジュールの自動設

定も行われます。

ステップ 8 新しい設定をメモリに書き込みます。

Router# copy running-config startup-config

設定が保存されると、OK メッセージが表示されます。
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OSM-2+4GE-WAN+ での完全優先 LLQ サポートの設定

Cisco IOS Release 12.2(18)SXE 以降、Low Latency Queuing（LLQ; 低遅延キューイング）機能は

OSM-2+4GE-WAN+ OSM 用に変更されます。この変更により、プライオリティ キュー ポリシング

がモジュール上でサポートされるようになります。Hierarchical Queuing Framework（HQF）を使用

することにより、police コマンドが OSM 上のクラスの完全優先に結合されます。

（注） 以前のリリースでの priority percent % コマンドおよび priority kbps  コマンドは、サポートされて

いません。

ポリシーに 2 番めに優先されるポリシング クラスが含まれる場合、まず police を設定する必要があ

ります。

完全優先 LLQ サポートを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して、

次の作業を実行します。

コマンドまたは操作 説明

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-name

例：
Router(config)# policy-map policy11

作成または変更されるポリシー マップ名を指定します。

ステップ 2 Router(config-pmap)# class class-name

例：
Router(config)# class class204

サービス ポリシーに含まれている定義済みクラスの名

前を指定します。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# priority

例：
Router(config)# priority

完全優先クラスを設定します。

ステップ 4 Router(config-pmap-c)# police rate

例：
Router(config-pmap-c)# police 1000000# 

ポリシング レート（bps）を設定します。
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例

次に、OSM-2+4GE-WAN+ OSM での一般的な設定例および確認例を示します。

!
 Policy Map child
   Class dscp-ef
     priority
    police cir 1000000 bc 31250 be 31250 conform-action transmit exceed-action drop
   Class dscp-af21
     bandwidth remaining 35 (%)
   Class dscp-af31
     bandwidth remaining 30 (%)
   Class class-default
     bandwidth remaining 25 (%)
!
 Policy Map parent
   Class vlan-2
     bandwidth 5000 (kbps)
     shape average 6000000 24000 24000
     service-policy child
!
interface ge-wan7/1
no ip address
negotiation auto
mls qos trust dscp
service-policy output parent
end
!
interface ge-wan7/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
mls qos trust dscp
no cdp enable
end

次に、設定を確認するコマンドを示します。

Router#show policy interface ge-wan7/1

 GE-WAN7/1 

  Service-policy output: parent

    Class-map: vlan-2 (match-all)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: vlan  2
      Queueing
      queue limit 1250 (packets)
      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
      (pkts queued/bytes queued) 0/0
      bandwidth 5000 kbps
      shape (average) cir 6000000, bc 24000, be 24000
      target shape rate 6000000

      （シェープ パラメータは、粒度により 5,952,000 bps に四捨五入されます。）

      Service-policy : child

    Class-map: dscp-ef (match-all)
          0 packets, 0 bytes
          5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: ip dscp ef 
          Priority: b/w exceed drops: 0
          police:
              cir 1000000 bps, bc 31250 bytes
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            （ポリシング CIR［認定情報速度］は、粒度により 983,040 bps に四捨五入されます。）

    Class-map: dscp-af21 (match-all)
          0 packets, 0 bytes
          5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match:ip dscp af21 
          Queueing
          queue limit 350 (packets)
          (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
          (pkts queued/bytes queued) 0/0
          bandwidth remaining 35% (1400 kbps)

          （帯域幅パラメータは、粒度により 1,392 kbps に四捨五入されます。）

    Class-map: dscp-af31 (match-all)
          0 packets, 0 bytes
          5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match:ip dscp af31 
          Queueing
          queue limit 300 (packets)
          (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
          (pkts queued/bytes queued) 0/0
          bandwidth remaining 30% (1200 kbps)

          （帯域幅パラメータは、粒度により 1,196 kbps に四捨五入されます。）

    Class-map: class-default (match-any)
          0 packets, 0 bytes
          5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any 
          Queueing
          queue limit 250 (packets)
          (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
          (pkts queued/bytes queued) 0/0
          bandwidth remaining 25% (1000 kbps)

    Class-map: class-default (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: any 
      
      queue limit 248750 (packets)
      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
      (pkts queued/bytes queued) 0/0
Router#
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QoS
ギガビット イーサネット WAN モジュールは、次の QoS の実装をサポートします。

• Differentiated Services Code Point（DSCP）分類

• IP precedence 分類

• クラスベース トラフィック シェーピング

• Class-Based Weighted Fair Queuing（CBWFQ; クラスベース均等化キューイング） ― 
OSM-2+4GE-WAN+ でのみサポートされます。

• LLQ ― OSM-2+4GE-WAN+ でのみサポートされます。

• Weighted Random Early Detection（WRED; 重み付きランダム早期検出） ― OSM-2+4GE-WAN+ で
のみサポートされます。

• Dotlq カプセル化の階層型トラフィック シェーピング ― OSM-2+4GE-WAN+ のサブインター

フェイス上の出力トラフィックでのみサポートされます。

• CBWFQ、LLQ、および WRED による EoMPLS サポート ― EoMPLS アップリンク インターフェ

イスに CBWFQ、LLQ、または WRED が適用されます。OSM-2+4GE-WAN+ でのみサポートさ

れます。

WAN OSM ポートに対する QoS の設定情報および設定例については、「OSM 上の QoS の設定」

（p.9-4） を参照してください。

設定については、第 10 章「OSM 上での MPLS の設定」 を参照してください。
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