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はじめに

このドキュメントでは、Cisco 6260 デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ（DSLAM）の概
要と設定例を示します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

NI-2 （第 二 世代 Network Interface Cards）の Cisco 6260●

Cisco IOS® ソフトウェア バージョン 12.0(5)DA1 および 12.0(8)DA1 （NI-2 のために設計さ
れている）

●

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 こ
のドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動してい
ます。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

DSLAM 概要

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cisco 6260 はポストを含む世界中の市場 および 顧客のために、電話および電信（PTT）、競争
的地域通信事業者（CLEC）、およびマルチテナント住宅 ユニット（MDU）設計されているマル
チサービス Dsl アクセス コンセントレータ サービス プロバイダーです。

Cisco 6260 は機能で十分に冗長 な 欧州電気通信標準協会（ETSI）プラットフォームを高度を使
用してシェルフ（4 ポート ラインカードを使用して 120）ごとの 240 までの DSL モデムおよび
システム（4 ポート ラインカードを使用して 1560）毎に 3120 までのポートをサポートするため
にフェア サービス範囲を定める機能提供します。

最初の DSL ラインカード オプションは対称シングルライン デジタル加入者線（SDSL） オファ
リングのための計画の ANSI-compliant T1.413 Issue 2 および International Telecommunication
Union （ITU） compliant G.992.2 （G.Lite）が将来含まれています。 Cisco 6260 はまた Cisco パ
ートナーを通して供給されるオプションの POTSスプリッタ 機器によってアナログ音声 テレフォ
ニーまたは平野古いテレホンサービス（POTS）のオプションのサポートが含まれています。

DSLAM 設定 例

次の表は 6260 DSLAM のための設定 例を表します。

6260 DSLAM 設定 例

version 12.0

!

hostname DSLAM-6260

!

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

enable secret

!

boot system flash flash:ni2-dsl-mz.120-5.DA1.bin

!

slot 1 atuc-1-4dmt

!

dsl-profile DSL-PROFILE-1

 alarm

 dmt training-mode quick

 dmt margin downstream 6 upstream 6

 dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032

upstream 480

!

dsl-profile DSL-PROFILE-2

 dmt overhead-framing mode3

 dmt interleaving-delay downstream 4000 upstream 4000

 dmt bitrate maximum interleaved downstream 8032

upstream 864

!

network-clock-select 1 ATM0/1

!

ip host-routing

ip subnet-zero

!

interface ATM0/0

 description ATM Switching Fabric

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 atm cac service-category abr deny



 atm maxvp-number 0

 atm pvc 0 any-vci  encap aal5snap

!

interface Ethernet0/0

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 shutdown

!

interface ATM0/1

 description ATM Trunk Link

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr deny

!

interface ATM0/2

 description ATM Subtended Link

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr deny

!

interface ATM1/1

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 dsl profile DSL-PROFILE-1

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr permit

  atm pvc 3 51  interface  ATM0/1 3 231

!

interface ATM1/2

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 dsl profile DSL-PROFILE-1

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr permit

!

interface ATM1/3

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 dsl profile DSL-PROFILE-1

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr permit

!

interface ATM1/4

 no ip address

 no ip directed-broadcast

 dsl profile DSL-PROFILE-1

 no atm ilmi-keepalive

 atm cac service-category abr permit

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

!

!

!

!

!

line con 0



   

 transport input none

line aux 0

line vty 0 4

 password

 login

!

end

関連情報

DSL 製品サポート 情報●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435512&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav
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